
7 出典表記と文献一覧
Citation and references

この章では、APAマニュアル [Publication Manual of the American Psychological Association
(7th ed., 2020)] による形式を詳しく解説していきます。

7.1　本文中の出典表記　In-text citation

7.1.1　著者が一人の場合

　本文中の引用の基本的な書式では、著者の姓の後にコンマを入れ、続いて半角スペース、出

版年を入れます。

例1   A later study (Iwanage, 1989) found that there are …

著者名が本文中で言及されている場合には、カッコの中は出版年のみになります。

例2　As reported later by Iwanaga (1989), there are …

著者名と出版年の両方が本文中で言及されている場合、カッコは必要ありません。

例3　As Iwanaga reported in 1989, there are …

7.1.2　著者が二人以上の場合

　著者が二人いる文献に関しては、両方の著者の姓を、引用するたびに出典表記に入れます。

著者名をカッコ内に入れる場合は、二つの名前をアンパサンド（&）でつなぎます。

例4　This claim has been disputed (Simmons & Malloy, 2001).

　カッコの外側に表示する場合は、and を使います。

例5　Simmons and Malloy (2001) have disuputed this claim.

　著者が3人以上の文献の場合は、最初の出典表記も二度目以降の出典表記も、最初の著者
の姓のみを書き、その後ろに et al. と書きます。これはラテン語の「その他」という意味の句の省
略形です。alの後にピリオドがつくことに注意してください。

例6　The study mentioned above (Hammon et al., 1995) also showed that …



7.1.3　組織などによる出版物の場合

　公共機関、法人、学会などの組織などによって著された出版物の場合は、その組織の名称を

書きます。

例7　(United Nations, 2004)

　組織の名称が長いときには、最初の出典表記では正式名称を書き、その後に続けて角カッコ　

([  ]) の中に略称を書きます。それ以降の出典表記では略称を用います。

例8　This study is based on government statics (Ministry of Education, Culture,
Sports, Science and Technology [MEXT], 2005) ... In the statistics mentioned above
(MEXT, 2005), there is ...

7.1.4　著者名がない場合

　文献に著者名が記載されていない場合は、文献一覧に載せた項目の最初の数語を書きます（

7.2.1.6 及び 7.2.1.8 を参照）。書名や文献の題名がイタリック体であらわされている場合には、
イタリック体で表し、イタリック体でない場合には、引用符でくくります。

例9　A similar assertion can be found on the Internet (“Not All Conspiracies,” 2007).
In the apparently self-published Interpersonal Skills (2019), it states that ...

　ただし、明らかに著者名として Anonymous が使用されている場合、著者名として明記する。

例10　(Anonymous, 2017)

7.1.5　文献の特定の部分の出典表記

　文献の特定の部分を引用したり参照したりする場合は、それがどのページにあるかを書きま

す。省略形の p.は１ページのみの場合、 pp.は２ページ以上にわたる場合を表すことに注意し
てください。

例11　(Rundale, 1999, p. 23)
(Higuchi & Maeda, 1954, pp. 185-188)

　オンラインの文献でページ数がないものについては、段落番号など、適切な識別記号を用いて

ください。

例12　(Klymkowsky, 2018, para. 8)
(Shadid, 2020, paras. 2-3)

　ここに現れる para. は paragraph（段落）の略です。



7.2　文献一覧　Reference list

　論文で参照した文献はすべて、論文の末尾の文献一覧に載せなければなりません（文献一覧

は新しいページから始めます）。文献はそれぞれの項目の最初の単語（著者名など）のアルファ

ベット順に並べます。この時、冠詞で始まる場合には冠詞を無視し、その次の単語の最初の文字

をアルファベット順にします。また、ぶら下げインデントを使用し、それぞれの文献の2行目以降を
0.5インチ、インデントします。ここでは、単行本、学術誌に掲載された論文、新聞、雑誌、視聴覚
資料、オンライン文献を記載する方法を述べます。

特殊な例についての詳しい情報は、APA マニュアルを参照してください。

7.2.1　単行本　Books

　基本の形　［著者が一人の単行本］

　　　　①　　　   ② ③                                                         ④　　　　　
Mugglestone, L. (2005). Lost for words: The hidden history of the Oxford English

Dictionary. Yale University Press.

　　　　　　　  ⑤　　  　⑥　　　　⑦

① 著者の姓 (Mugglestone) の後に、著者の名前 (Lynda) のイニシャル (L.) を書きます。
姓の後にコンマを、イニシャルの後にピリオドを打ちます。コンマとピリオドの前にはス

ペースを入れず、後にそれぞれ１スペース（以下、すべて半角スペース）あけることに

注意してください。著者の名前がファーストネーム以外にもある場合は、それらすべて

のイニシャルを書きます。たとえば、Theresa Hak Kyung Cha の 1982 年の著作の場
合は、このように始めます。

Cha, T. H. K. (1982).
それぞれのイニシャルの後にはピリオドを打ち、１スペースあけることに注意してくださ

い。

② 本の出版年をカッコに入れます。

③ ピリオドを打ち、その後に１スペースあけます。

④ 書名をイタリック体で書きます。この本の書名は主要題目と副題の二つの部分から

成っており、コロン（：）で区切られています。コロンの前にスペースは入れず、後に１ス

ペースあけます。主題と副題の最初の単語（Lost, The）と固有名詞（Oxford English
Dictionary –辞典の書名）のみ、単語の先頭が大文字になります。

⑤ ピリオドを打ち、その後に１スペースあけます。

⑥ 出版社名。

⑦ ピリオド。

⑧ DOIと呼ばれる識別子が割り当てられている場合には、１スペースあけて
https://doi.org/ に続くDOIを表記します（DOIについては、7.2.2.1 を参照のこと）DOIの
後には、ピリオドを打ちません。



7.2.1.1　著者が一人の場合

例13　Mugglestone, L. (2005). Lost for words: The hidden history of the Oxford

English Dictionary. Yale University Press.

　初版以降の版については、書名の後に第何版であるかを記します。

例14　Ghatak, S. (2003). Introduction to development economics (3rd ed.).

Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203426241

　

　ここに現れる 3rd ed. は Third edition （第３版）の略です。

7.2.1.2　著者が2人から20人以下の場合

　それぞれの姓名をコンマで区切り、最後に現れる名前の前にアンパサンド（＆）を入れます。

例15　Boykin, A., & Schoenhofer, S. O. (2001). Nursing as caring: A model for

transforming practice. Jones and Bartlett.

https://doi.org/10.1891/9780826171122.0014

Blank, J., Exner, P., & Havliček, M. (1994). Hilbert space operations in

quantum physics. AIP Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8870-4

7.2.1.3　著者が21人以上の場合

　初めの著者から１９人目までの著者の姓名を表記し、三点リーダ（ … ）で省略を示した上で、最
後の著者の姓名を書きます。

例16　Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L.,
Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M.,
Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C.,
Wang, J., Leetmaa, A., … Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR 40-year
reanalysis project. Bulletin of the American Meteorological Society,
77(3), 431-471. http://doi.org/fg6rf9

　ここでは、DOIが長くて複雑なため、短縮されたDOIを使用しています（必ずしも、短縮された
DOIを使用する必要はありません）。



7.2.1.4　編著の場合

　編著（編者が、複数の著書の論文などをまとめた本など）については、編者が一人の場合は、

編者の姓名の後にカッコに入れて Ed と書き、編者が複数いる場合は Eds と書いて、その後ろ
にピリオドを打ちます。 Ed.は editor を、Eds.は editors を略したものです。他の項目同様、
カッコの後にもピリオドを打つことを忘れないようにしましょう。

例17　Bishop, A. J. (Ed.). (1988). Mathematics education and culture. Kluwer
Academic. https://doi.org/10.1007/978-94-017-2209-4

Millán-Zaibert, E., & Salles, A. (Eds.). (2005). The role of history in Latin
American philosophy: Contemporary perspectives. State University of
New York Press.

　編著に収められた論文や独立した章については、最初に執筆者名と、その論文あるいは章の

題目を書き、In という語を入れた後に、本（編著）全体についての情報を記します。論文や章のタ
イトルはイタリック体にせず、本（編著）の書名のみイタリック体で書きます。

例18　Van Wagenen, A. (2006). An epistemology of haunting. In S. Pfohl, A. Van
Wagenen, P. Arend, A. Brooks, & D. Leckenby (Eds.), Culture, power,
and history: Studies in critical sociology (pp. 155-168). Martinus Nihoff.
https://doi.org/10.1163/9789047417088_008

　この場合、A. Van Wagenen という人物について、執筆者名としては姓が先に書かれており、
編者名としては姓が後に来ていることに注意してください。（他の編者名も同じです。）ページ数（

pp. 155-168）は、この論文 “An epistemology of haunting” が本のどの箇所に載っているかを表
します。

7.2.1.5　組織などによる出版物の場合

　著者あるいは編著が組織などの場合、その組織の正式名称を書きます。出版元が著者と同じ

場合は、出版社は記載しません。

例19　World Health Organization. (2007). Global tuberculosis control: Surveillance,
planning, financing: WHO report 2007.

7.2.1.6　著者名がない場合

　文献に著者名が記載されていない場合は、本の題名から始めます。

例20　The new and complete American encyclopædia: Or, universal dictionary of arts
and sciences. (1805). John Low.



　ただし、明らかに著者名として Anonymousが使用されている場合には、著者名として
Anonymous と表記します。

7.2.1.7　翻訳書の場合

　訳者名を書名の後に記し、その後ろに Translator(s)の省略形の Trans. をつけます。

例21　Murakami, H. (2000). Norwegian wood (J. Rubin, Trans.). Random House.
(Original work published 1987)

　最後のカッコ内に表示されているのは、原著『ノルウェーの森』が日本で出版された年です。

DOI を記載する際には、(Original work published … ) の前に DOI を記載します。

7.2.1.8　百科事典の項目の場合

　執筆者名がわからない場合は、出版社名（あるいは出版組織名）から始めます。以下の例は、

百科事典の中の “Cosmopolitan” という項目です。

例22　Encyclopædia Britannica. (1911). Cosmopolitan. In The encyclopædia
Britannica. (Vol. 7, p. 217).

　ここに現れる Vol.7 は、Volume 7（第７巻）の略です。ページ数（p.217）は、この
“Cosmopolitan” という項目が、百科事典のどの箇所に載っているかを表します。

7.2.2　学術誌　Journals

　学術研究の多くは、学術誌（journal）に掲載される論文という形で発表されます。ほとんどの学
術誌には号数がついており、連続したいくつかの号（issue）がまとめられて、一つの巻（volume
）となります。現在は多くの学術誌が、紙に印刷したもの（印刷版）とオンライン版の両方で手に入

ります。印刷された学術誌の一号分は、大抵、一般の雑誌のような形態になっています。一巻に

収められるすべての号が発行されると、多くの場合、図書館で一冊あるいは複数冊のハードカ

バーとしてまとめて製本されます。オンライン版の学術誌は、大抵は印刷版の場合の慣習に従っ

ていますので、論文は巻、号、ページ数で特定することができます。

基本の形［学術誌掲載論文］

　Anderson, J. R. (2006). Managing employees in the service sector: A literature review
and conceptual development. Journal of Business and Psychology, 20(4), 501-523.
https://doi.org/10.1007/s10869-005-9002-5



　単行本の場合と同様に、はじめに執筆者の姓を書き、その後にコンマ、執筆者の名前のイニ

シャル、そしてカッコ内に入れた出版年と続けて、最後にピリオドを打ちます。次が論文の題目

です（Managing employees in the services sector: A literature review and conceptual
development）。論文の題目は、固有名詞および主要題目と副題の最初の単語のみを大文字
で始めます。学術誌の名称（Journal of Business and Psychology）はイタリック体で、前置
詞、接続詞、冠詞以外は単語の最初の文字はすべて大文字で書きます（前置詞、接続詞、冠

詞も名称の先頭では大文字）。学術誌名の後にはコンマを打ち、イタリック体で巻数（20）を書
きます。その後、号数をカッコ内に記入します。この時、巻数と号数の間にはスペースを入れな

いこと、また号数はイタリック体にしないことに注意しましょう。さらにコンマを打った後、論文の

最初と最後のページ数を、ハイフンまたは半角ダッシュでつなぎます。学術誌のページ表記は

数字のみで、p. や pp. は入りません。また、学術誌には出版社名を書きません。DOI と呼ば
れる識別子が割り当てられている場合には、最後に DOI を表記します（DOI については、
7.2.2.1 を参照のこと）。

　学術誌のページ数の表示方法には二通りあります。巻ごとにページ数が振られている場合は、

一つの巻に収められるすべての号を通してページ数が振られてゆきます。たとえば、第一号の最

後が 128 ページであれば、その巻の第二号は 129 ページから始まります。一号単位でページ数
が振られている学術誌の場合、それぞれの号ごとに、１ページから始められることになります。ほ

とんどの学術誌は巻ごとにページ数が振られています（7.2.2.1 参照）。

7.2.2.1　DOI のある論文

　近年では、学術誌の多くが DOI と呼ばれる識別子を採用しています。DOI は、Digital Object
Identifer の略で、オンラインの電子データに、数字とアルファベットを組み合わせて個別に付与さ
れる国際的な識別子です。各論文に固有の DOI を付与することによって、オンラインでの論文
の特定を恒久的に、かつ容易にすることができます。

例23　Ziegler, N. A. (2014). Fostering self-regulated learning through the European
Language Portfolio: An embedded mixed methods study. The Modern
Language Journal, 98, 921-936. https://doi.org/10.1111/modl.12147

　DOI は通例、オンライン版学術雑誌論文の最初のページの右上に、版権関連情報とともに記
載されています。最近では、印刷版の学術雑誌論文にも DOI が付与されているものが増えてい
ますので、印刷版の論文を参照した場合でも、DOI が付与されていれば、引用文献に記載しま
す。DOI は、https://doi.org/ に続く数字と記号を、文献情報の末尾に記載します。（ただし、翻訳
書の場合、原著の出版年の前に記載するといった例外もあります。7.2.1.7 参照）また、論文に限
らず、図書や研究データなどのオンラインコンテンツにも DOI が付与されている場合がありま
す。印刷された図書や研究データを引用した場合にも、それらに DOI が付与されていないか調
べ、あった場合には DOI を明記することで、引用文献へのアクセスの永続性と利便性の向上を
図りましょう。DOI が付与されていないオンライン文献の記載については、7.2.2.2「DOI のない論
文」及び 7.2.5「その他のオンライン文献」を見てください。



　次は一号ごとにページ数の振られた学術誌に掲載された執筆者が二人の論文の例です。

例24　Ndulu, B. J., & O’Connell, S. A. (1999). Governance and growth in
sub-Saharah Africa. The Journal of Economic Perspectives, 13(3),
41-66.  https://doi.org/10.1257/jep.13.3.41

　この例において、13(3) は、この論文が第 13 巻（Volume 13）の第三号（Issue 3）に掲載されて
いることを表します。巻数はイタリック体ですが、号数はそうではないこと、また巻数とカッコとの

間にスペースが入らないことに注意してください。

　学術誌に掲載された論文の執筆者が二人から２０人の場合、すべての執筆者の名前を記しま

す。

例25　Jun, J., Kim, J., Lee, H., & Jun, S. (2006). The prosodic structure and pitch
accent of Northern Kyungsang Korean. Journal of East Asian
Linguistics, 15, 289-317. https://doi.org/10.1007/s10831-006-9000-2

　学術誌に掲載された論文の執筆者が２１人以上の場合、最初の著者から１９人目までの著者

の姓名を表記し、三点リーダ（...）で省略を示した上で、最後の著者の姓名を書きます。

例26　Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C.,
Asgaard, G., … Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG
activation and attention last for more than 31 days and are more
sensitive with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive
traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267.
https://doi.org/10.1080/14622200410001676305

7.2.2.2　DOI のない論文

　DOI のない論文については、DOI のある論文を記載する方法（7.2.2.1）に従い、DOI 以外のす
べての情報を明記します。

7.2.3　新聞・一般雑誌　Newspapers/Magazines

　執筆者名が記されていない新聞記事などの文献記載は、記事の題名から始めます。年の表記

が、月日の前に来ることに注意してください。執筆者名が明示されている場合は、その姓名を最

初に書きます。

例27　Invasion of Nigera: British punitive expedition routs the Emir and occupies
Kano. (1903, February 15). The New York Times, P. 4.



7.2.4　視聴覚資料　Audiovisual media

　映画についての情報を記載する場合、監督あるいは制作にかかわった人名を書きます。その

資料が映画であることを明示し、制作した映画会社名を記します。

例28　Forman, M. (Director). (1975). One flew over the cuckoo’s nest [Film]. Fantasy
Films.

　録音された音声や音楽の情報を記載する場合は、その資料の制作者あるいは作曲家の姓名、

著作権の発生した年、角カッコに入れた媒体名（CD、レコードなど）、題名を記し、On の後にイタ
リック体でアルバムなどの題名、レコード会社などの名称を書きます。録音者が制作者や作曲家

と異なる場合は、角カッコ内に入れた媒体名の後に recorded by と続け、その後に姓名または
組織名を記します。録音された年と著作権発生の日付が異なる場合は、最後にカッコ内に

Original work published という語の後に録音年を書きます。

例29　Wilson, B. (1964). I get around [CD recorded by The Langley Schools Music
Project]. On The Langley Schools Music Project: Innocence and
despair. Bar/None Records. (Original work published 1977)

7.2.5　その他オンライン文献　Other online sources

　インターネット上にある資料の文献記載においては、読者が、将来も同じ資料にアクセスするこ

とができるよう、十分な情報を載せておく必要があります。もっとも簡明なのは、その資料の完全

なURLを記しておくことです。下に示すのは典型的な例です。引用されている資料は、題名が
“Indian National Army: Breaking traditions” で、National Archieves of Singapore という組織に
よる Historical Journey of the Indian National Army というサイトに掲載されているものです。こ
のページには著作権発生の年（2003）と、固有のURL（https:
//www.nas.gov.sg/archivesonline/online_exhibit/indian_national_army/breaking.htm）が示され
ています。

例30　National Archieves of Singapore. (2003). Indian National Army: Breaking
traditions. Historical Journey of the Indian National Army.
https://www.nas.gov.sg/archivesonline/online_exhibit/indian_national_ar
my/breaking.htm

　オンライン文献の場合は、末尾にピリオドを打たないことに注意してください。また資料が個人

によるものである場合、その人物の名前を、姓、名の順で、最初に記します。資料が団体による

ものである場合は、その団体の名前を最初に記します。

　資料に著者名が記載されていない場合には、資料の題名から始めます。資料に日付がない場

合は no date を意味する n.d. と書きます。

例31　Public proxy servers. (n.d.). http://www.publicproxyservers.com/

　掲示板やソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）のサイトの場合、それぞれの人物名あ
るいは団体名の後に、ユーザー名を角カッコに入れて記載します。また、投稿の詳細とサイト名



も角カッコに入れ、その後にサイトを提供しているサービス名を書きます。また、文献の題名は、

投稿内容の始めの20文字を記します。

例32　APA Education [@APAEducation]. (2018, June 29). College students are
forming mental-health clubs–and they’re making a difference
@washingtonpost [Thumb-nail with link attached] [Tweet]. Twitter.
https://twitter.com/apaeducation/status/1012810490530140161

　ただし、TwitterのプロフィールやFacebookページ（個別の投稿あるいはポストを除く）、最新情
報サイトのトップページやGoogleマップで生成された地図など、引用している内容が日々更新さ
れ、変化することが分かっている場合に限り、資料を閲覧した日付を Retrieved という語の後に
記します。

下記の例では、Smithsonian’s National Zoo and Conversation Biology Institute のFacebook
ニュースフィードページが引用されています。組織や個人のFacebookページは、日々新しいポス
トが投稿され、更新されるという前提のもと、閲覧日（Retrieved）を記載します。閲覧日を記載し
た場合には、URL の前に from を書くことを忘れないようにしましょう。

例33　Smithsonian’s National Zoo and Conversation Biology Institute. (n.d.). Home
[Facebook page]. Facebook. Retrieved July 22, 2019, from
https://www.facebook.com/nationalzoo

　資料の DOI や URL が長い場合や複雑なものである場合は、短縮した URL を載せることもで
きます。DOI は、International DOI Foundation が行っている DOI 短縮サービスを、また URL
は bitly などが行っている短縮 URL サービスを利用し、作成しましょう。
　

例34　Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L.,
Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M.,
Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C.,
Wang, J., Leetmaa, A., … Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR 40-year
reanalysis project. Bulletin of the American Meteorological Society,
77(3), 437-471. http://doi.org/fg6rf9

　上記のもともとの DOI は、https://doi.org/10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.
0.CO;2 です。長く複雑で、ブラウザで正確に打ち込むことが難しいため、参照したページを探し
やすくするためにも、短縮 DOI を提示します。



7.3　日本語その他の非英語文献　Citing non-English sources

　日本語や中国語、韓国朝鮮語、ギリシア語、ロシア語、ヒンディー語、アラビア語のような、ロー

マ字以外の表音文字のみで書かれる言語の文献を記載する際には、著者名、題名を一般的な

転記法に従ってローマ字に書き直したのち、題名に英語訳をつけます。英語訳がついていれば、

ローマ字表記の原語の意味が分からない読者にも、文献の内容が推測できるようになります。

　日本語文献の例を三つ、ロシア語の例を一つ、以下に示します。まず単一著者の単行本の場

合です。

例35　Kibata, Y. (2008). Igirisu teikoku to teikoku shugi. [The British empire and
imperialism] Yushisha.

　次は、編著者が編纂した論文集の中の論文の場合です。引用した章のタイトルのみ、英語訳を

つけます。

例36　Oshima, M. (2008). Shutcho jugyo ni miru kagaku komyunikeshon [Science
communication in outreach classes]. In Y. Fujigaki & Y. Hirono (Eds.),
Kagaku komyunikeshon ron (pp. 145-157). Tokyo Daigaku Syuppankai.
https://doi.org/10.24646/jnlsts.7.0_227_02

　次は、オンラインの新聞記事の場合です。

例37　Mainichi foramu・tokushu: Bunkazaihogo to taishin [Protection of Cultural
Properties and Earthquake Resistance]. (2022, June 10). Mainichi
Shinbun. https://mainichi.jp/articles/20220607/org/00m/010/023000d

　日本語、中国語、韓国朝鮮語のローマ字表記は、その言語において一般的に用いられている

形式を一貫して使用します。日本語においてはヘボン式が推奨されていますが、訓令式でも構い

ません。ローマ字表記についてのより詳細な情報は、東京大学教養学部英語部会のホームペー

ジに掲載されている「日本語のローマ字表記の推奨形式」（

https://park.itc.u-tokyo.ac.jp/eigo/romaji.html）を参照してください。

　最後は、ロシア語の単一著書の単行本の場合です。

例38　Trinov, Y. (1979). Utoleniye zhazhdy: Roman i rasskazy [Quenched thirsts: A
novel and short stories]. Profizdat.

　フランス語やドイツ語、ベトナム語のような、ローマ字で書かれる言語による文献の場合は、原

語の題名と翻訳を記します。その場合、原語のアクセント記号、声調記号などは、出来る限り元

の形通りに再現します。

例39　Camus, A. (1942). L’étranger [The stranger]. Gallimard.



APA形式の論文例

（本文）

　The primary purpose of massive monolingual dictionaries such as Deutsches
Wörterbuch (DWB) or the Oxford English Dictionary (OED) is scholarship, even science.
Both the DWB and OED are “committed to scholarly principles” (Christmann & Schares,
2003, p.11), and from its earliest days “science was … made central to the OED’s
achievements and execution” (Mugglestone, 2005, p. 110). For the typical student or
language learner, however, such lofty ideals yield a comprehensiveness that can interfere
with the task of determining what words mean and how they are used in everyday
contexts. These practical goals have been the primary focus of English-Japanese
lexicography in Japan (Ikegami, 2006), particularly, as has been noted by Yagi (2006, p.
19), since the publication of the first edition of Kenkyusha Shin Eiwa Chujiten
[Kenkyusha’s New Collegiate English-Japanese Dictionary] in 1967.

（改ページ）

（文献一覧）

References

Christmann, R, & Schares, T. (2003). Towards the user: The digital edition of the
Deutsches Wörterbuch by Jacob and Wilhelm Grimm. Literary and Linguistic
Computing, 18, 11-22. https://doi.org/10.1093/llc/18.1.11

Ikegami, Y. (2006). English dictionaries in Japan: Past, present, and future. In JACET
Society of English Lexicography (Ed.), English lexicography in Japan (pp. 2-17).
Taishukan Publishing.

Mugglestone, L. (2005). Lost for words: The hidden history of the Oxford English
Dictionary. Yale University Press. https://doi.org/10.1111/j.1542-734X.2007.00641.x

Yagi, K. (2006). Eiwa jiten no kenkyu: Eigo ninshiki no kaizen notame ni [A study of
English-Japanese dictionaries: For the improvement of English awareness].
Kaitakusha. https://doi.org/10.20759/elsjregional.8.0_199

7.4　文献情報管理ソフトウェア　Reference management software

　かつては、学生であれ研究者であれ、学術論文などを執筆する際は、出典表記や文献記載を

手書きやタイプライターで処理しなければならず、形式を変更する場合は、すべて書き直したり、

再度タイプしたりという苦労がありました。現在では、EndNoteや BibTex といった名称のソフト
ウェアを使うことで、これらの作業を効率的に行うことができます。またマイクロソフト・ワードに

も、文献情報が管理できる機能が備わっています。こうしたアプリケーションでは、文献情報を、

手作業によらず、オンラインのデータベースからも収集できます。また収集したデータを自動的に

APA、MLA などの、定められた形式に準拠して配列することもできますので、単行本や学術論文
の刊行など、学術研究の成果の発表に利用すれば、大幅に時間を節約することができます。た

だし、こうしたソフトウェアを利用する場合でも、出典表記や文献記載の原理に精通し、自らの論

文の細部に至るまで責任を持てるようにすることが重要です。


