
琉球大学附属図書館
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今日の学習の流れ

①Web of Scienceの使い方

②引用文献の読み方・書き方
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• 「学認」を利用して、学外から
電子リソースを使うことが可
能です

• 検索結果から論文のフルテ
キスト（琉大購読誌）が利用
できます

• 情報基盤統括センター発行
のIDとパスワードが必要です

【対応サービス】

– Science Direct

– Springer Link

– EBSCO host

– Web of Science

– Japan Knowledge

– Maruzen eBook Library

詳細はこちらから→https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/guide/for-student/page-66/

学外から電子リソースを利用するには
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学外からアクセスする時、「学認」という機能
を利用することで、Web of Scienceを使うこと
ができます。
まず、「所属機関サインイン」で「Japanese
Research and Education（Gakunin）」を選択し
「GO」をクリックします

学外からWeb of Scienceを利用する方法①
「学認」を利用する
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所属機関「琉球大学」を選択します。

学外からWeb of Scienceを利用する方法①
「学認」を利用する
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初めてログインする場合で、次に英語の画面が表示されたら、
内容を確認して「Accept」をクリックしてください。

※Web of Scienceに琉大所属という情報を提供してよいか、
次回以降も確認が必要かを問うものです。

情報基盤統括センターのID・パスワードを入力し
ます。

学外からWeb of Scienceを利用する方法①
「学認」を利用する
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その他、情報基盤統括センターが提供する「VPN接続」を

使うことで、学外から学内ネットワークへ接続し、学内限
定のサービスを利用することができます。

詳しくはこちらから↓
●情報基盤統括センターWebサイト＞学生の皆様＞よく
ある質問の「学外からの接続について」
http://www.cnc.u-
ryukyu.ac.jp/questions/connect_outside/

学外からWeb of Scienceを利用する方法②
「VPN接続」を利用する

http://www.cnc.u-ryukyu.ac.jp/questions/connect_outside/


雑誌論文の探し方
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自分の求める図書や雑誌が琉大図書館にあるかないか
調べるときは、蔵書検索を使います。

蔵書検索は、雑誌のタイトルで検索することはできます
が、目次を調べることはできないので、その雑誌にどん
な論文が載っているかは調べられません。

そこで雑誌記事や論文を検索するには、専用のデータ
ベースを使う必要があります。

今回は海外の論文を検索したいときに便利な「Web of 
Science」というデータベースについて説明します。



海外の雑誌論文の探し方

⚫雑誌論文を探すときは、論文検索
用のデータベースを使う

⚫海外の論文を探すとき

⚫ Web of Science
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【おまけ】琉大図書館の蔵書検索（OPAC）で
目的の雑誌を検索したい時

あらかじめ読むべき論文が決まっている場合は、その論文が掲
載されている雑誌を蔵書検索(OPAC)で確認しましょう。

蔵書検索では論文は探すことができません。蔵書検索するとき
には、必ず雑誌名で検索しましょう。

雑誌名で検索
※論文名で検索することはできません
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Web of Science とは①

•世界的に主要な学術雑誌を収録
対象とし、学術論文等の書誌情
報・引用情報を検索できる

•収録分野（検索可能年）：

自然科学(1995～)、

社会科学・人文科学(1994～)
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Web of Science とは①
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Web of Scienceに収録されているのは、各分野におい
て世界的に、最も影響力のある学術雑誌です。

つまり、網羅的な論文情報データベースではないこと
を覚えておきましょう。

Web of Scienceではカバーしきれない分野での論文
検索でお困りの際は、図書館までお尋ねください。



Web of Scienceでは、引用関係の情報が収録されているという
ことが大きな特徴です。
論文の最後のほうに引用文献リストがついており、その情報も
収録しているため、キーワード検索では見つけることができな
かった論文に行き着くことも可能です。

•引用文献からの検索も可能

•検索キーワードに依存しない文
献検索ができる

Web of Science とは②
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多くの論文から引用されている論文は、基本的な論文である可
能性が高いです。そのため、「まず読むべき論文を探す」ことが
できます。また、検索結果をいろいろ分析できる機能があるの
で、自分の研究分野の動向などを把握することができます。

•自分の研究分野で読むべき重要
な論文が分かる

•研究テーマの動向（年ごとの論
文数の増減、有力機関等）が分
かる

Web of Science とは③

14



海外の雑誌論文の探し方
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Web of Scienceの概要については以上です。

では、実際にWeb of Scienceにアクセスしてみましょう。
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Web of ScienceへアクセスしましょうWeb of Scienceへアクセス

①図書館ウェブサイトへアクセス
②「データベース」の「雑誌記事・論文を
探す」から「Web of Science」をクリック



基本検索（Web of Science）

17

①

②

①の検索窓にキーワードを入れ、検索します。
②では、表示される言語を変更することができます。
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キーワード「melanoma」で検索
※自分の学部に関するキーワードなど、他の言葉が思
い浮かんだら、それで検索してみましょう。

「トピック」のまま

Web of Scienceでは、日本語で検索することができません。
検索するときは、必ず英語で検索してください。
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検索結果 並び替え

※検索日：2021年5月28日

① ②

①検索結果の件数
②検索結果の並び替え
（例えば「被引用数」の順にすると、たく
さん引用された論文を一番上に表示
することができる）
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絞り込み
③

検索結果が多すぎると思ったときには、
③でさらに絞り込みましょう。
出版年や分野などで絞り込むことができ
ます。

※検索日：2021年5月28日
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※検索日：2021年5月28日

気になる論文があったら
タイトルをクリック
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詳細情報画面

①論文のタイトル
②著者名（論文を書いた人の名前）

①

②

※検索日：2021年5月28日



23

詳細情報画面 ※検索日：2021年5月28日

雑誌名

①雑誌名、巻号、ページ数、発行年等を表示。
論文を実際に見たい時には、ここの情報をも
とに雑誌を探すので、重要な情報源です。

①
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詳細情報画面 ※検索日：2021年5月28日

①

②

①「抄録」を読むと、この論文がどういう研
究をしたものなのかが分かります。
②キーワードや著者の連絡先、発行者
（出版社）などの情報が表示されています。



では、この論文を最初から最後まで、フルテキストを
読みたいときにはどうすればよいでしょうか。

ここの雑誌の情報をもとに、図書館にあるか探すこと
もできますが、ネット上で入手できる方法もあります。
その方法については、次のスライドからご紹介します。
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本文へのアクセス

「Univ. Ryukyus Navi 」
というナビゲーションボタンをクリック

※検索日：2021年5月28日
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「 」をクリック

この「電子リソースポータル」の画面では、
琉大の蔵書を検索したり、他大学から資
料を取り寄せるのをサポートする機能が
使えます。

本文へのアクセス ※検索日：2021年5月28日



※画面デザインは各機関で異なります

「PDF」・ 「本文」など、クリックできるところを探します
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※検索日：2021年5月28日本文へのアクセス

EBSCO社のページです。
「 PDF」・ 「本文」などのリンクがあれば、クリックすると
本文を読むことができます。

このようにネット上で読める論文のことを電子ジャー
ナルといいます。すべての論文がネット上で読めるわ
けではありませんが、利用できるときは図書館に来な
くても論文が読めるので便利です。



※画面デザインは各機関で異なります

「PDF」・ 「本文」など、クリックできるところを探します
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※検索日：2021年5月31日

本文（全文PDF）

ELSEVIER社のページです。
このように各機関で画面デザインは異なります
が、論文の本文が読みたい場合にはどのペー
ジでも「 PDF」・ 「本文」などという文言を探しま

しょう。

本文へのアクセス
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①琉大図書館にその論文の載っている雑誌が
あるか検索します
②論文コピーの取り寄せの申し込みができます

①

②



琉大図書館で冊子の所蔵を探す
（所蔵がなかった場合）
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①
①琉大図書館にその論文の載っている雑誌
があるか検索します。

所蔵がなくて、ウェブ上で読むこともできない
場合は、「Step2.他機関からコピー取り寄せ
る」（③）のサービスを活用しましょう。

②
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①

所蔵がある場合は、①をクリックすると、その
雑誌の詳細情報画面が表示されます。

「所蔵巻号」から目的の巻号が図書館にある
のかをチェックし、「所在」に示されている書
架へと向かいましょう。

琉大図書館で冊子の所蔵を探す
（所蔵があった場合）



Web of Scienceのリンクボタン

①出版社のウェブサイトで本文が公開され
ている。（多くは琉大で契約している雑誌）
※注意点あり。次のスライド以降を参照。

④Google Scholarのページが表示される。
ここから本文が利用できる場合もある。
（一部、有料の場合を含みます）

③このボタンからも本文が利用できる場合
がある。また、琉大の蔵書を検索したり、他
大学から資料を取り寄せるのをサポートす
る機能が使える。

② オープンアクセス論文。誰でも見られる
ように一般公開されている。
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海外の雑誌論文の探し方
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ここまでの説明で、Web of Scienceで検索して、論文を
入手するまでの一連の流れはつかめたでしょうか。

他にも、知っておくと便利なことがあるので、紹介して
いきます。まずは、エルゼビア社・Nature関連雑誌の

論文についての注意すべきことについてです。補足資
料「ScienceDirectの使い方」も併せてご確認ください。



（注意！）論文単位の購入となる論文
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のアイコンからの確認がおすすめです。
＊参考：図書館ウェブサイトのオンラインサービス＞電子リソース

https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/online/page-1512/

• Nature関連雑誌、エルゼビア社の雑誌の一部
は「論文単位の購入」という契約方法

• 論文をダウンロードする権利（回数券のようなもの）をあらか

じめ購入し、1回ダウンロードするごとに回数券を消費してい

くイメージ

• 上限あり。抄録を確認の上、必要な論文をダウ
ンロードする。

https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/online/page-1512/


（注意！）Nature関連雑誌の論文
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＊参考：図書館ウェブサイトのオンラインサービス＞電子リソース

https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/online/page-1512/

https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/online/page-1512/


（注意！）ScienceDirect(エルゼビア社)の論文
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補足資料「2021年度からのScienceDirect
の使い方」も確認しましょう。

＊参考：図書館ウェブサイト＞お知らせ＞ScienceDirect(エルゼビア社)の
論文利用方法の変更について

https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/info/1380/

https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/info/1380/


キーワードの入れ方（フレーズ検索）
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次は、キーワードの入れ方について説明します。
キーワードを入力した場合、英国式と米国式でスペ
ルが違う単語や単数形・複数形、動詞の活用形、比
較級・最上級など、いろいろな活用形のある言葉を
自動で解釈してすべてひっくるめて検索してくれると
いう機能があります。

実際に一緒に検索しながら説明していきます。



キーワードの入れ方（フレーズ検索）

語形の変化
・単数形
・複数形

「tooth」と入力 「タイトル」を選択
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単数形と複数形をまとめて検索する

次は、「タイトル」を選択し、「tooth」のキー
ワードで検索する



teeth

tooth
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単数形と複数形をまとめて検索する ※検索日：2021年5月28日

タイトルに「tooth」が含まれるものと
複数形の「teeth」が含まれるものも検索さ
れます。



tooth

teeth

ダブルクォーテーション（“ ”）で囲むと
検索結果が変わる
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検索したい活用形の単語のみを検索する
※検索日：2021年5月28日

語句をダブルクォーテーション（ “ ” ）で囲
んで検索すると、タイトルに「teeth」が含ま
れるものが消え、検索結果が減ります。



キーワードの入れ方（フレーズ検索）

• フレーズ検索
• 完全に一致する語句を検索するには、語句を
ダブルクォーテーション（ “ ” ）で囲む
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ダブルクォーテーション（“”）で囲む検索方法のことを「フレーズ検
索」と言います。

このフレーズ検索では、複数の単語で構成されたフレーズを検索
するときにも使えます。次のスライドから詳しく説明します。



キーワードの入れ方（フレーズ検索）

「medical care」で検索

「タイトル」で検索
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medical care で検索

44

「medical care」の並び

「medical」と「care」が
離れている

※検索日：2021年5月28日※検索日：2021年5月28日



“medical care ” で検索
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「medical care」の並び

「medical」と「care」が離
れているものは検出されない

※検索日：2021年5月28日



medical care で検索

ダブルクォーテーション（” ”）で囲むと
検索結果が変わる

“medical care” で検索
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※検索日：2021年5月28日



キーワードの入れ方（論理演算子）
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ダブルクォーテーション（“”）で囲むという検索方法を使うと検
索結果が絞られるということが分かったかと思います。

ぜひ、覚えておいてほしい検索方法です。

さて、ここまでは、「トピック」や「タイトル」で検索をかけてきま
したが、それ以外にも検索フォームの右側のメニューで著者
名や出版年などの検索項目を選択し検索することができます。

また、検索フォームを追加し、より細かく絞り込んだ検索を行
うことができるので、次は、その方法について説明します。

ではまた、Web of Scienceのトップ画面に戻りましょう。



キーワードの入れ方（論理演算子）
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検索フォーム

①検索フォームを追加することができます。
ちなみに、「トピック」はタイトルや抄録やキーワードをまとめて検索するので、特定
のキーワードに関する論文を検索するときに選択すると良いでしょう。

①



キーワードの入れ方（論理演算子）
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検索フォーム

①検索フォームを追加します。

ちなみに、「トピック」はタイトルや抄録やキーワードをまとめて検索するので、
特定のキーワードに関する論文を検索するときに選択すると良いでしょう。

①
追加された検索フォーム



キーワードの入れ方（論理演算子）
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②

②では「AND」「OR」「NOT」が選択できます。
これは２つの検索条件の組み合わせを指定するものです。
詳しくは次のスライドで説明します。



キーワードの入れ方（論理演算子）
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「AND」は、二つのボックスに入力された条件の両方が含まれている論文を検索します。
「OR」は、二つのボックスに入力された条件のどちらかに当てはまる論文を検索します。
「NOT」は、一つ目の条件に当てはまったもので、さらに二つ目の条件には当てはまらない
論文を検索します。



沖縄
Okinawa

医療

Medical

AND検索

ここを検索

沖縄 AND 医療
「沖縄の医療」 ○
「沖縄の医学」 ×
「日本の医療」 ×

例えばこのように検索すると

「okinawa（沖縄）」と
「medical（医療）」2つのキー

ワードが含まれた論文を検
索する
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OR検索

沖縄

okinawa

医療

medical
沖縄 OR 医療
「沖縄の医療」 ○
「沖縄の医学」 ○
「日本の医療」 ○

すべて検索

例えばこのように検索すると

「okinawa（沖縄）」が含まれ
た論文も「medical（医療）」

が含まれた論文もすべて検
索される
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NOT検索

沖縄
okinawa

医療

medical
沖縄 NOT 医療
「沖縄の医療」 ×
「沖縄の医学」 ○
「日本の医療」 ×

ここを検索

例えばこのように検索すると
「okinawa（沖縄）」は含まれ
てはいるが、
「medical（医療）」は含まれ
ていない論文が検索される
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キーワードの入れ方（著者名）

•姓と名前のイニシャルで検索

•名前のイニシャルの後には

アスタリスク（ * ）をつける

→ 姓 名前のイニシャル*
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キーワードの入れ方（著者名）

例えば…

•野口英世 → Noguchi H* 

• Peter J. Lane → Lane P*、Lane PJ*

日本人でも外国人でも、ラストネーム（姓）→ファーストネー
ム（下の名前）の順にしましょう。

56



キーワードの入れ方（出版物名）

•出版物名（雑誌名）で検索

•雑誌の正式タイトル

•雑誌の省略名の後には

アスタリスク（ * ）をつける

→ 雑誌の省略形*
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キーワードの入れ方（出版物名）

例えば…

• CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY
という雑誌は「CURR OPIN BIOTECH」と
省略される

→ CURR* OPIN* BIOTECH* と入力
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• 2019年にノーベル化学賞を受賞した

吉野彰（よしの・あきら）氏のリチウムイオ電池に

関する論文を探してみましょう

• いくつくらい論文はヒットするでしょうか

• 被引用数が多い論文は、何件くらい引用

されていますか

問題

※課金されるかもしれません！
むやみに押さないでください！

ヒント：
リチウムイオン電池

Lithium ion battery
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解答 それでは解答です。

まず、「Lithium ion battery」と入力します。右のメニューは「トピック」のままです。
次に、行を追加し「Yoshino A*」と入力し、右のメニューは「著者名」を選択します。
これで「検索」をクリックします。

60

検索方法



解答

4件ヒット

いくつくらい論文はヒットするでしょうか

61

※検索日：2021年6月2日



解答
被引用数が多い論文は、何件くらい引用されていますか

たくさん引用されていて、注目度が高い論文が見
たい場合は、「被引用数」順に並び変えます（①）。
すると、被引用数が多い論文が、一番上に表示さ
れます（②）。

62

被引用数：395件

①

※検索日：2021年6月2日

②



引用ネットワーク

63

引用関係をたどることにより、キーワード検索では
見つけられなかった論文を見つけることができます。

※検索日：2021年6月2日

引用情報は、フルレコード（詳細情報画
面）の引用ネットワークから確認すること
ができます。

①

②

③



引用ネットワーク
※検索日：2021年6月2日

①

64

被引用数の数字（①）をクリックすると、こ
の論文を引用している他の論文の一覧
が表示されます。



被引用文献のリスト（スライド59枚目の①をクリックした後のリスト）
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※検索日：2021年6月2日



引用ネットワーク

66

引用文献の数字（②）をクリックすると、こ
の論文が引用している論文の一覧が表示
されます。

この論文と関連の深い論文を検索するこ
とができます。
タイトルをクリックすると、その論文の詳細
情報を確認することができます。

②

※検索日：2021年6月2日



引用文献のリスト（スライド61枚目の②をクリックした後のリスト）
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※検索日：2021年6月2日



③

6868

※検索日：2021年6月2日

「関連レコード」（③）をクリックすると、この論文と類似の論
文を引用している、他の論文の一覧が表示されます。
これらのリンク（①②③）をたどって、この論文と関連の深い
論文を検索することができます。
タイトルをクリックすると、その論文の詳細情報を確認するこ
とができます。

引用ネットワーク



関連レコードのリスト（スライド63枚目の③をクリックした後のリスト）
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※検索日：2021年6月2日



引用ネットワーク

•引用ネットワーク Citation Network
-被引用数：その論文を引用して書かれた

論文を表示する

-引用文献：その論文が引用した論文を

表示する

-関連レコードを表示：共通した論文を引用

している論文を表示する
70



引用ネットワーク

71

次のスライドの図では、引用関係を表しています。このスライドでは、その図に
ついて解説します。この解説と併せて、図を確認しましょう。

中央にある論文Aが現在読んでいる論文です。そこには参考文献として論文B、
C、Dが挙がっているため、関連するということで少しさかのぼって古い論文に
も目を通すことになるでしょう。

また、論文Aが発表された後、論文Aを引用して書かれた論文Y、Zが発表され
ます。普通は論文Aを誰が引用したかは分かりませんが、このWeb of Science
では引用文献リストまで確認することができます。そのため、論文Aが発表され
た後の未来の論文にも辿り着くことができます。

文献リストを使って文献を集めることを「芋づる式に探す」と言いますが、それ
ができるということがWeb of Scienceの大きな特徴です。



論文D

参考文献

論文H
論文I
論文J

論文C

参考文献

論文B
論文C
論文D

論文A

参考文献

論文A
論文U
論文V

論文Z

参考文献

論文A
論文W
論文X

論文Y

過去 未来

参考文献

論文E
論文F
論文G

論文B

参考文献

論文K
論文L
論文M

論文D

現在

（引用している）

（引用される）
被引用
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演習問題

⚫ 「Web of Scienceの使い方編」の
問1（1）～（２）を解いてください

73

講義資料のウェブページに用意している
フォームに解答を入力してください。



その他の機能について、説明していきます。

検索画面へと戻り、「ulcer」と入力し、検索しま
しょう。

その他の機能

「ulcer」で検索

74



その他の機能

• 結果の分析 -Analyze Results

（検索結果を様々な方法で視覚化する）

• 引用レポートの作成 -Create Citation Report

（研究テーマのトレンドの把握）

• 引用文献検索 -Cited Reference search

（ある文献を引用している文献をさがす）

75



結果の分析

76

※検索日：2021年6月2日

①

「ulcer」と入力し、検索するとこのような検索結果画面となります。
では、「結果の分析」（①）をクリックしてください。



結果の分析

77

※検索日：2021年6月2日

②
「結果の分析」では、絞り込み検索にあるような様々な条件
（②）をグラフ形式で表示することができます。

あるキーワードに関連する論文の、出版年による増減などを、
視覚的に分かりやすい形で表示できるので、研究領域の動向
を調べたいときなどに便利です。



結果の分析

78

結果の分析では、絞り込み検索にあるよう
な様々な条件をグラフ形式で表示すること
ができる

※検索日：2021年6月2日

「国/地域」ごとのグラフが表示されました。
JAPANが7,253件あるというのがすぐ分かります（③）。

③

「国/地域」をクリックすると…



結果の分析

79

④

※検索日：2021年6月2日

④から「ツリーマップ」か「グラフマップ」か、
グラフの種類を選択することができます。



引用レポートの作成

まずは検索結果を10,000件
以下に絞り込む

80

引用レポートの作成では、検索結果の論文
の年代ごとの発表数と、引用された回数を
グラフで表示することができる

※検索日：2021年6月2日

検索結果一覧の右上のところに「引用レポートの作成」と
いうリンクがあるのですが、この機能は、件数が多すぎると
クリックできない（＝分析できない）ので、1万件以下に絞り
込む必要があります。

検索結果を10,000件以下に絞り込む



引用レポートの作成

「REVIEW」で検索結果を10,000件以下に絞り込む ※検索日：2021年6月2日

①

8,310件

①に☑をつけ、「絞り込み」を
クリック。

「REVIEW」は、ある分野やテーマに関する論文を調査・要約し、問題点や今後の展望に
ついてまとめたものです。そのテーマの概要や現状を知りたい時に便利です。

81

②



引用レポートの作成
※検索日：2021年6月2日

82

検索結果の論文の、年代ごとの発表数と、引用さ
れた回数がグラフで表示されます。
このグラフから、検索キーワードに関連する研究
がどの年代で盛んなのか、どれほど注目されてき
たかなどの動向が分かります。

②



引用文献検索

引用文献検索では、Web of Scienceの収録

外の資料（図書や新聞、特許、政府文書な
ど）を引用している論文も探すことができる 83



引用文献検索

• 著者名検索
–名字 名前のイニシャル*

• 書籍・雑誌のタイトルでの検索

–各単語の語尾に＊をつける（タイトル
が短縮形のときなど）

• 書籍のタイトル
–A、Theを省略し、最初の単語の3～4
文字程度を入力し、＊をつける

84



• アラン・チューリングの以下の論文を
引用している論文を探してみましょう

著者名： Alan Mathieson Turing

出版物名：

Computing Machinery and Intelligence

出版年：1950

引用文献検索（例題）

85



引用文献検索（例題の解答）

86



87

引用文献検索

著者名の表記法や引用ページの違いにより複数のバリ
エーションが表示されることがあります。いくつかを自分
で選ぶか、すべて選択にして検索します。



引用文献検索

②

①

88

この論文を引用している論文の
リストを表示することができる

①の「選択」からいくつか☑をし、検索（②）をします。



まとめ

データベース（Web of Scienceなど）や
参考文献・辞典・辞書などで資料検索

PCで閲覧・プリントア
ウトして入手

学内の所蔵確認

琉大にない

図書館で閲覧・コピー
して入手

県内の他の図書館を探す
他機関から取り寄せる

琉大にある

インターネットで
利用できない

インターネットで
利用できる

他の図書館・機関の
ルールに従って利用

89



詳細はこちらから→http://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/?p=16898

（おまけ）ユーザー登録

90

ユーザー登録してサインインすると
検索式の保存やメールアラートの作成、
文献管理ツールEndoNote Basicが利用可能

90

画面の左上に「サインイン」というメニューがあります。

ここをクリックしてユーザー登録すると、特定の検索式を保
存しておいて定期的に検索結果をメールで送ってもらうと
いうようなサービスを利用することができます。
また、文献管理ツールであるEndNote Basicも利用できるよ
うになるので、興味のある方は登録してみてください。



引用とは

⚫他の図書や論文等の文章・語
句を自分のレポートや論文に取
り込むこと

91

蔵書検索や論文検索等で入手した本や論文などを参考にしながら、レ
ポートや論文を書き進めていきます。
集めた資料は、自分のレポートに「引用」することができます。



引用の例

92

沖縄の女性は働き者だとよく言われる。経済的基盤が弱く、働かざるを得な
い事情もあるだろうが、現在は少なくなったマチヤグァー（個人商店）の経営
者は、男性よりも女性の方が圧倒的に多い

伊波普猷著『沖縄女性史』によると、中国からの冊封使の書物に「薪を負う
のも水を運ぶのも皆女」「市場に集っている者に男はない、女のみが商売」
などと書かれている。今も昔もバリバリ働く女性が多いことを裏付けている。

出典：沖縄タイムス「大弦小弦」2015年10月4日，1面．

この文章では、赤線部分が「引用」です。伊波普猷という人物が書いた
『沖縄女性史』という本にはこのように書かれていたと示すことで、「沖縄
の女性は働き者」という主張に説得力が増しています。

このように、他人が書いた図書や論文の文章を引用することで、自分の
文章中の主張に説得力をつけられるのです。



引用

⚫引用の際の注意点
①公表された著作物である

②引用する必然性がある

93

①出版社から発行された図書や雑誌、インターネット上で公開された
ウェブページなどが「公表された著作物」です。

「公表されていない著作物」は、例えば、日記や個人間でやりとりした
手紙などが挙げられます。

②自分の考えを補強したり明確にしたりするためといった「必然性」があ
る時に、引用することができます。



引用

⚫引用の際の注意点（続き）
③オリジナルの資料から引用する

④引用部分が区別されている

94

③引用の引用（孫引き）は避け、オリジナルの資料から引用しましょう。

例えば、先ほどの沖縄タイムスの記事を見て、自分も『沖縄女性史』の
一節を引用したいと思った場合、実際その本を確認する必要があります。

④引用部分はカギ括弧で囲むなどして、どこが引用部分なのか明確に
区別しましょう。



引用

⚫引用の際の注意点（続き）
⑤自分の書いた部分が「主」である

⑥出典が明示されている

95

⑤引用は必要最低限に抑えましょう。明確なきまりはありませんが、目
安として、引用部分は文章全体の2割を超えないようにしましょう。

⑥引用する際、出典を明示する必要があります。「誰が」「何というタイト
ルで」「いつ」「どのような媒体で」公表した図書（または論文）から引用し
たのか、必ず示しましょう。

出典を明示せず、自分の文章であるかのようにした場合、盗用・剽窃
という違反行為となりますので注意してください。



演習問題

96

⚫「引用・参考文献編」の問1を解
いてください

講義資料のウェブページに用意している
フォームに解答を入力してください。



引用の書き方

⚫引用が短い場合①
⚫ 引用部分をカギ括弧で囲む

⚫ 文中で出典を示す‐著者名、出版年

⚫ 引用が一部の場合は、そのページも示す

⚫ 同じ著者・出版年の場合は、アルファベット
で区別する

97



引用の書き方

⚫引用が短い場合①‐例
⚫ 「・・・・である」と述べている（木村，2001：p．40）。

⚫ 木村（2001 : p．40）は、「・・・・である」と述べている。

⚫ 木村（2001a : p．40）は、「・・・・である」と述べてい
る。

98

いずれも、木村さんが2001年に書いた図書または論文の40ページ目を
引用している例です。「・・・である」の部分が引用部分です。

3番目は、そのレポートの中で、木村さんが2001年に書いた図書または

論文を数種類引用している場合の区別方法の例です。出版年の後ろに
アルファベットを付け、区別しています。



引用の書き方

⚫引用が短い場合②
⚫ 引用部分をカギ括弧で囲む

⚫ 注番号・記号をつける

⚫ 引用したページの下方かレポートの最後で、
注番号・記号に対応させ出典を示す
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引用の書き方

⚫引用が短い場合②‐例
「・・・・である」と述べている１）。また、○○○
○○○○○○○○○○○○○○○ ・・・・・・

（※以下省略）

１） 木村有紀．人類誕生の考古学．同成社，2001，p．40．

100

この例では、まず、引用部分の文末に「１）」と、注番号をつけています。

そして、そのページの下方またはレポートの最後の対応する注番号のと
ころで、どこから引用したのか出典を示しています。

この出典の示し方は参考文献の書き方のルールに従っています。



引用の書き方

⚫引用が長い場合
⚫ 引用の前後を1行あける

⚫ カギ括弧は不要

⚫ 引用部分全体を本文より2字下げる

⚫ 出典を示す

101

出典の示し方は、引用が短い場合①（文中で著者名、出版年を用いて示
す）でも短い場合②（注番号・記号をつける）のどちらでもOKです。



引用の書き方

⚫引用が長い場合‐例

木村（2001：p．85）は、以下のように述べている。

19世紀末の中国では・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さらに、○○○○○○○○○○○○○○○・・・

102

1行開ける

本文より
2字下げる



引用の書き方

⚫要約する場合
⚫ 元の文章の意図を変えないこと

⚫ カギ括弧は不要

⚫ 出典を示す

103

引用したい部分がかなり長い場合など、そのまま引用するのではなく自
分なりの言葉で要約して自分のレポート等に書くことも可能です。

しかし、元の文章の意図を変えないよう注意する必要があり、上級者向
けの方法です。

出典の示し方は、引用が短い場合①（文中で著者名、出版年を用いて
示す）でも短い場合②（注番号・記号をつける）のどちらでもOKです。



引用の書き方

⚫図や表の引用
⚫ 図や表の下部に出典を示す

⚫ 集めたデータを基に図や表を作成した場
合は、入手先を示す

104



引用の書き方

⚫図や表の引用‐例

出典：内閣府（2008）『県民経済計算年報』より作成

105

2008年に内閣府が書いた（編集した）『県民経済計算年報』に掲載されて
いるデータを基にこのグラフを作成した、ということを示しています。



引用の書き方の注意点

106

⚫ 1つの方法に統一する

⚫ 1つのレポート中で、引用が短い場合
①と②を混ぜて使わない

⚫ 先生から書き方の指示がある場合
は、それに沿って書く



参考文献

⚫ 論文や本には参考文献リストがついている

⚫ その本や論文が何を根拠に書かれたか、読者へ
関連情報を提供する

⚫ レポートや論文の最後に参照・引用した本や
論文のリストをつける

⚫ 「誰が」「何というタイトルで」「いつ」「どのような
媒体で」公表した図書・論文かが正確に伝わ
るように書く

107



参考文献リストの例

108



参考文献の書き方

⚫ 理系の場合

SIST02 参照文献の書き方

https://jipsti.jst.go.jp/sist/handbook/sist02_2007/main.htm

⚫ 文系の場合

『琉大生のための情報リテラシーガイドブック』 第3章

http://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/?p=4135#literacyguidebook

※新入生オリエンテーションで配布しています
109

今回は、こちらを中心に紹介します。

https://jipsti.jst.go.jp/sist/handbook/sist02_2007/main.htm
http://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/?p=4135#literacyguidebook


参考文献（理系）

⚫図書
著者名．書名．版表示，出版地，出版者，出版
年，総ページ数，（シリーズ名，シリーズ番号），
ＩＳＢＮ．（言語の表示），（媒体表示），入手先，
（入手日付）．

（例）坂村健. グローバルスタンダードと国家戦略. 
NTT出版, 2005,272p.,（日本の<現代>,第９巻）,ISBN4-
7571-4100-9.



参考文献（理系）

⚫図書の1章または一部

著者名．“章の見出し”．書名．編者名．版表
示，出版地，出版者，出版年，はじめのページ
－おわりのページ，（シリーズ名，シリーズ番
号），ＩＳＢＮ．（言語の表示），（媒体表示），入
手先，（入手日付）．

（例）鵜飼保雄. “遺伝率の相対性”. 量的形質の遺伝
解析. 医学出版, 2002, p. 109-110.



参考文献（理系）

⚫雑誌論文

著者名．論文名．誌名．出版年，巻数，号数，
はじめのページ－おわりのページ，ＩＳＳＮ．
（言語の表示），（媒体表示），入手先，（入手
日付）．

（例）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.



参考文献（理系）

⚫雑誌論文

⚫ 巻数・号数は、簡略記述も可能
（例）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, 48(5), p. 407-413.



参考文献（理系）

⚫雑誌論文（電子ジャーナル）

著者名．論文名．誌名．出版年，巻数，号数，
はじめのページ－おわりのページ，ＩＳＳＮ．
（言語の表示），（媒体表示），入手先，（入手
日付）．

（例）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, 
http://ci.nii.ac.jp/naid/110003041364, （参照 2014-
05-13）.



参考文献（理系）

⚫ウェブサイト

著者名．“ウェブページの題名”．ウェブサイト
の名称．更新日付．（言語の表示），(媒体表
示)，入手先，(入手日付)．

（例）中央教育審議会．“教育振興基本計画について
－「教育立国」の実現に向けて－（答申）”．文部科学
省．http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/

chukyo0/toushin/08042205.htm，（参照 2008-08-13）．



参考文献リストについて

⚫ リストの書き方は専門分野によって異なるが、
「書いてある要素」＝「その文献を入手するた
めの必要項目」はほぼ共通

⚫ 自分の専門分野の文献（図書・雑誌論文）に
多数触れ、参考文献リストまで目を通すことに
より書き方が分かってくる

⚫ 習うより慣れよ
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今日の学習の流れ（まとめ）

①Web of Scienceの使い方

②引用文献の読み方・書き方
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「クイック・レファレンス・ガイド」のURL （参照日付：2021.6.4）
【Web of Science】
https://clarivate.com/webofsciencegroup/wp-
content/uploads/sites/2/2021/01/4_QRC_WoS_JP_20201204.pdf

おわり

お疲れさまでした

何か分からないことがあったときは

図書館までお尋ねください
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