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「レポートや論文を書くときは、引用のルールを守って書いてください」と

授業で言われたけれど、引用のルールって何だろう…と悩んでいませんか？

マグロスキーと一緒に、正しい引用と出典（参考文献）の書き方をマスター

しよう！
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著作権法（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。

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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よし！
レポートが完成したぞ！
図書館の本やインターネット
の情報も確認しながら書いた
し、これでカンペキだ！

ちょっと待って！
本やインターネットの
情報は正しく引用しな
いと、コピペ扱いに
なっちゃうよ！！

これから引用や出典の書き
方を具体的に説明するね！

ちなみに、レポートを書く
ときは引用部分よりも自分
の意見の分量が多くなるよ
うに書くようにしよう！

コピペした時に、引用のルー
ルを守ってないレポートは
たとえ悪気が無くても「剽窃
（ひょうせつ）」といって、
他人の著作物を盗んだことに
なるんだ。

そ、そんな…
盗むつもりなんてなかっ
たし、知らなかった…

本やインターネット上の文章
を書いた人は、著作権という
権利を持っているんだ。

じゃあ、本やインターネットの
文章は、レポートに使わない方
がいいの…？

大丈夫！
本、論文、インターネット
上の作品など「公表された
著作物は引用して利用する
ことができる」んだ！

引用する時は、

①引用した部分（他人の著作物）と、
自分の意見の部分を明確に区別する。

②引用した著作物の出典を書く。

というルールを守ろうね。

ルールを守れば、レポート
に他の人の文章を書き写し
ても大丈夫なんだね！

でも、「引用した部分と自分の文章を
区別する」ってどう書けばいいの？
「出典」って何？？
教えて、マグロスキー！！
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そのレポート、コピペかも？
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1. 正しい引用とは

正しい引用とは、

・レポート本文中に、引用記述のルールに則り著作物を引用する

・出典（誰の、どの本・論文・ネット記事から引用したか）を明記する

この2つがセットになって初めて、正しい引用になります。

2. 本文中の引用方法

レポート・論文中で引用する時の記述方法は３つあります。

・直接引用 ：短文を引用したい時に用いる。

引用した著作物本文の内容は変更しない

・ブロック引用：長文を引用したい時に用いる。

引用した著作物本文の内容は変更しない。

・間接引用 ：短文や長文を、自分で要約して引用する。

すなわち、引用した著作物本文の内容を自分で改変する。
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3. 直接引用

直接引用したい時は、引用部分を「」（かぎかっこ）で括ります。また、

・短文を引用したい時に用いる

・引用した著作物本文の内容は変更しない

※文中の「」などは『』（二重かぎかっこ）などに置き換える

※誤字脱字などもそのまま記載する

というルールがあります。

【具体例①】

この検討会では「本報告は自立した消費者を念頭に置き、消費者の責任と
教育を重視しつつ、官民連携で施策を打つ」1)との方向性が示されている。

【具体例②】

また、「AIやIoTやデータが実像を伴うのはこれからで、消費者の自己責任
に委ねるのはまだ早い」2)と中村は指摘している。

【基本形】

田中は、「・・・・・・・・」と述べている。

【具体例③】

高橋らは、買い物弱者を対象に行った調査結果から「今後，ネット通販が
より便利になり，インターネットを含めた情報技術を駆使する高齢者が一層
増えていく可能性」3)があると述べている。

1)中村伊知哉．“消費者のデジタル化への対応はいかに？”． Yahoo! ニュース． 2020-08-01．
https://news.yahoo.co.jp/byline/nakamura-ichiya/20200801-00191016/，（参照 2020-
10-01)．

2)再掲 1)
3)髙橋 愛典，浜崎 章洋，久保 章，田中 康仁．“大都市圏郊外における買い物弱者問題の一断面―
泉北ニュータウン赤坂台住区での実態調査から―”．商経学叢，2018，64(3)，p.109-133．

著者が複数いる場合（共著論文を引用する場合）
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4. ブロック引用

ブロック引用したい時は、①引用部分を上下を1行を開けて、②2文字下げ

て記述する。また、

・長文を引用したい時に用いる

※長文を引用する時は、「」で括らずにブロックごと引用する

・引用した著作物本文の内容は変更しない。

※誤字脱字などもそのまま記載する

というルールがあります。

【具体例】

E.W.サイードは、著書『オリエンタリズム』において、

我々は異文化をいかにして表象することができるのか。異文化とは
何なのか。ひとつのはっきりした文化（人種、宗教、文明）という
概念は有益なものであるのかどうか。あるいは、それは常に（自己の
文化を論ずるさいには）自己賛美か、（「異」文化 を論ずるさいに
は）敵意と攻撃とにまきこまれるものではないだろうか。文化的・宗
教的・人種的差異は、社会＝経済的・政治＝歴史的カテゴリーより重
要なものといえるだろうか。観念とはいかにして権威、「正常性」、
あるいは「自明の」真理という地位を獲得するものだろうか。知識人
の役割とは何であるのか。 1)

といった疑問を読者に投げかけている。

【基本形】

田中の研究によると、以下の調査結果が得られている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上記の指摘から、・・・・・・・

1) E.W.サイード著．オリエンタリズム．下巻，平凡社ライブラリー，1993，p.281．
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5. 間接引用

間接引用は、図書や論文などの本文を自分で要約して記述する。つまり、

引用した著作物本文の内容を変更することになる。

※間接引用の場合は、「」で括らない

※間接引用は、きちんと出典（誰の、どの本・論文・ネット記事か）を

明記しないと、著作物の本文を改変した剽窃と扱われるので注意！

【具体例②】

選挙のインターネット投票では、スマホによる手軽な投票の実現により若
年層の投票率向上に繋がること、投票場所の設営が不要になり開票作業も効
率化されるなどのメリットがある一方で、投票時の本人確認や投票内容の情
報漏洩対策が必要であると指摘されている。2)3）

【基本形】

山田は、・・・・・・・・・であることを言及している。

【具体例①】

松岡は、著書『多読術』で編集工学を説明する際に、書く行為と読む行為
は両者ともコミュニケーションの1つである1)と述べている。

また、例えばインターネット上のwebサイトAとwebサイトBの文章を自分

でくっつけて要約（語尾を変える、等の改変を含む）した場合も、間接引

用に当てはまるので、出典を必ず明記すること！

1) 松岡正剛著．多読術．ちくまプリマ―新書，2009，p.205．
2）“ネット投票は実現するのか！？従来の選挙を一変するオンライン選挙の可能性”．Business 

lesders square wisdom．2019-03．https://wisdom.nec.com/ja/technology/2019032701/
index.html，（参照 2020-10-01）．

3）小林史明．“インターネットを活用した選挙活動のこれから エレクションセキュリティをどう守る
か”．BLOGS．2019-02．https://blogos.com/article/358360/，（参照 2020-10-01）．
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6. 図表、統計データの引用

Web上や図書などで公表されているデータや資料を、自分のレポートで利

用したい場合は、以下の方法があります。

①数値だけ、レポート本文中に記す。

②自分で同じ図表をexcel等で作成し、レポートに記載する。

①数値だけ、レポート本文中に記す。

（例）アンケート調査結果を引用する場合

経済産業省の調査によると、「外国人留学生向けの求人が少ない」との
回答が38.5％と最も高く、次いで「日本の就職活動の仕組みが分からない」
が33.8％であった1)。

②自分で同じ図表をexcel等で作成し、レポートに記載する。

（例）アンケート調査結果を引用、かつ自分でグラフを再作成。

経済産業省の調査によると、「外国人留学生向けの求人が少ない」との
回答が38.5％と最も高く、次いで「日本の就職活動の仕組みが分からない」
が33.8％であった1)。（図1）

図1.外国人留学生が就職活動中に困ったこと
（「外国人留学生の就職活動及び定着活動に関する調査」より筆者作成）

1）新日本有限責任監査法人．“平成26年度産業経済研究委託事業（外国人留学生の就職及び定着状況に関
する調査）“．経済産業省委託事業．2015，https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/global/
pdf/H26_ryugakusei_report.pdf，（参照 2020-10-01）.
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７. 出典（参考文献）の書き方

7-1.引用と出典の記述方法

①注番号順方式

・レポート各頁の末尾に、脚注として参考文献を記載する方法。

・引用部分をナンバリングして、出典情報と照らし合わせる。

吉田は「・・・・」と述べている1)。
また、片山は「・・・・」であると指摘している2)。

1)吉田良生．マクロ経済学入門．成文堂，2020，172p．
2)片山尚平．基礎からのマクロ経済学．中央経済社，2018，191p．

②直接記述方式

・レポート本文中に、著者と出版年を記載する。

・レポート末尾に、参考文献一覧を記載する。

吉田（2020）は「・・・・」と述べている。
また、片山（2018）は「・・・・」であると指摘している。

参考文献一覧

吉田良生．マクロ経済学入門．成文堂，2020，172p．
片山尚平．基礎からのマクロ経済学．中央経済社，2018，191p．

具体的な引用記述（書き方）の方法は、学問分野によって
異なります。
実際に記載する時には、教員の指示に従ってね！
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７. 出典（参考文献）の書き方

7-2.出典（参考文献）の書き方

①図書

夏目漱石．吾輩は猫である．角川書店，1998，578p．

夏目漱石．吾輩は猫である．角川書店，1998，p.15

②雑誌論文

＜例①＞

柳迫 周平．フランス実親子法における「意思的要素」とされるものに

関する構造的分析(1)．民商法雑誌．2020，156(3) ，p. 518-550.

＜例②＞

秦辰也．東南アジアの社会変化と社会保障制度の拡充－高齢化、貧困の縮

小と不平等化に伴うタイの外国人労働者の現状を中心に－．Journal of 

International Studies．2019，4，p.13-44．http://id.nii.ac.jp/1391/

00020516/，（参照 2020-10-01）．

③Webサイト、Webページの引用

久保田博之．“家計調査にみるコロナ禍の個人消費への影響”．Yahoo!

ニュース．2020-09，https://news.yahoo.co.jp/byline/ 

kubotahiroyuki/20200913-00198069/，（参照 2020-10-01）．

著者名．書名．版表示，出版者，出版年，総ページ数，
(シリーズ名,シリーズ数)．

「図書1冊」を出典として記載する場合は、図書の総ページ数を書く

「特定のページ」を出典として記載する場合は、引用したページ番号を書く

著者名．記事タイトル．雑誌名．出版年，巻数(号数)，
はじめのページ - 終わりのページ．

著者名．“Webページのタイトル”．Webサイトの名称．
更新日付．入手先（URL），（参照年月日）．

（参考）独立行政法人科学技術振興機構（JST）．“SIST02 科学技術情報流通技術基準”．国立国会図書館
インターネット資料収集保存事業．2007，https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12003258/
jipsti.jst.go.jp/sist/pdf/SIST02-2007.pdf，（参照 2022-04-28）. 9



７. 出典（参考文献）の書き方

7-2.出典（参考文献）の書き方

④-1 新聞記事（紙の新聞）

セブン＆アイ巨額買収に見る流通の未来．日本経済新聞．2020-08-04，
朝刊，p.4．

④-2 新聞記事（Web上の新聞記事）

人工知能積んだドローンが巡回警備 スカイツリーで実験．朝日新聞．

2020-07-30，朝日新聞デジタル，https://www.asahi.com/articles/ 

ASN7Z3JTJN7ZUQIP00D.html?iref=sp_tectop_ feature5_list_n，

（参照 2020-10-01）．

⇒ webサイト名、URL、自分がアクセスした年月日も記載する！

④-3 新聞記事（データベースの新聞）

セブン＆アイ巨額買収に見る流通の未来．日本経済新聞．2020-08-04，

朝刊，p.4，日経テレコン，https://t21.nikkei.co.jp/g3/CMNDF11.do，

（参照 2020-10-01）．

⇒ データベース名、URL、自分がアクセスした年月日も記載する！

記事タイトル．新聞紙名．出版年月日，朝刊/夕刊，版，
該当ページ．

記事タイトル．新聞紙名．掲載年月日，webサイト名．
入手先（URL），（参照年月日）．

記事タイトル．新聞紙名．掲載年月日，朝刊/夕刊，版，
該当ページ，データベース名，入手先（URL），

（参照年月日）．

新聞記事を引用した時、出典の書き方は紙の新聞、
Web上の新聞、データベースの新聞、の3パターン
あるんだね！

（参考）藤田節子著．レポート・論文作成のための引用・参考文献の書き方．日外アソシエーツ，
2009，144p. 10


