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参考文献リストの見かた

文献を入手するために知っておきたいポイント
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literacy@lib.u-tokyo.ac.jp 1



2

•図書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

•雑誌論文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

•会議録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

•学位論文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

•特許文献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

•ウェブサイト・ウェブページ・・・ 20

•ワンポイントアドバイス 略語・・・・ 22

このガイドではSIST02 のスタイル で記述しています。

参考文献リストの記述スタイルは研究分野や雑誌によってさまざまです。
このガイドでご紹介するスタイルと違う順番で書かれているものや
記述方法が違うものもあります。 2



図書を見わけるポイント

図書の文献リストには「出版者」の表記が
あります。
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図書

長谷部恭男.憲法.第4版.新世社, 2008, 476ｐ.

図書の参考文献リストの基本形

著者名 書名 版表示 出版者 出版年 総ページ数

初版の場合は省略さ
れます。

日本語
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永田和宏. “誕生 遺伝暗号を読み解く”.たんぱく質の

一生：生命活動の舞台裏.岩波書店, 2008, p. 35-56.

図書の一章、又は一部を参照した例図書 日本語

著者名 書名章の見出し

出版者 出版年 はじめのページ－
おわりのページ

注意！書名ではありません。図
書の一章です。
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Heritage, J.; Evans, E. G. V.; Killington, R. A.

“The microbiology of soil and nutrient cycling”

Microbiology in action. Cambridge University

Press, 1999, p. 1-15.

図書 図書の一章、又は一部を参照した例
英語

著者名

章の見出し

書名 出版者

出版年 はじめのページ－
おわりのページ

注意！書名ではありません。図書の一
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章です。



雑誌論文を見わけるポイント

雑誌論文の文献リストには「巻（号）」
の表記があります。
（巻のみ、号のみの場合もあります。）
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前野深.大規模珪長質マグマ噴火におけるカル

no. 3, p. 113-121.

雑誌論文 雑誌論文の参考文献リストの基本形
日本
語

著者名 論文名

デラ形成のダイナミクス.火山. 2009, vol. 54,
雑誌名 出版年 巻

号 はじめのページ－
おわりのページ

雑誌名で探す場合：
オンライン資料は「E-JOURNAL PORTAL」
紙版資料は「東京大学OPAC」で探す
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雑誌論文

Evans, D . The effectiveness of music as an

37(1), p. 8-18.

雑誌論文の参考文献リストの基本形 英語

著者名 論文名

雑誌名 出版年

巻（号） はじめのページ－
おわりのページ

intervention for hospital patients: a systematic
省略形の場合もあります。例：J. adv. nursing

review . Journal of advanced nursing. 2002,

OPACで探す場合は
雑誌名を入力します。
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西山雅也,妹尾啓史.特集土壌環境での細菌の生き様

を探る:土壌の物理的構造と細菌のすみか.

生物工学会誌 . 2009, 87(9), p. 419-421.

雑誌論文 特集記事のなかの一記事を参照した場合

著者名

論文名

雑誌名

特集標題

出版年 巻（号） はじめのページ－
おわりのページ

雑誌名で探す場合：
オンライン資料は「E-JOURHAL PORTAL」
紙版資料は「東京大学OPAC」で探す。

日本語
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会議録を見わけるポイント！

会議録には会議開催地、開催期間の表記がありま
す。

英語文献の場合には「Proc.･･･」
「Trans.･･･」の表記があることが多いです。
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厨川常元. “ナノ精度研削のためのツルーイング，ドレッシン

グ技術”. 2008年度精密工学会秋季大会学術講演会シン

ポジウム資料集 . 2008年度精密工学会秋季大会実行委員

会.東北大学, 2008-09-17/19,社団法人精密工学会, 2008,

p.12-15.

会議録の1論文を参照した例会議録 日本語
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著者名 論文名

編者名

会議開催地 会議開催期間 会議主催機関名 出版年

はじめのページ－
おわりのページ

会議録名
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会議録 会議録の1論文を参照した例 英語

Son, C.; Ziaie, B. “Electret Based Wireless Micro

Ionizing Radiation Dosimeter”. Proceedings IEEE 19th

Annual International Conference on Micro Electro

Mechanical Systems(MEMS). Istanbul Turkey. 2006-

01-22/26, IEEE, 2006, p. 610-613.

著者名 論文名

会議録名

会議開催地 会議開催期間

会議主催機関名 出版年 はじめのページ－
おわりのページ

この場合は省略型です。
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学位論文を見わけるポイント

学位論文には「博士論文」「Ph.D. thesis」
「Master’s thesis」などの表記があります。
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中川裕志.画像データベースのオンラインリモートアクセ

スに関する研究.東京大学, 1980,博士論文.

学位論文 学位論文の参考文献リストの基本形
日本語

著者名 論文名

大学名 学位授与年 学位請求論文
の種類
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Budish, Eric. Essays on market design. Harvard

University, 2009, Ph.D. thesis.

学位論文 英語
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学位論文の参考文献リストの基本形

著者名 論文名 大学名

学位授与年 学位請求論文
の種類



特許文献を見わけるポイント

特許文献には「特許文献の番号」
「U.S.patent 123456」（アメリカ特許）
「EP123456」（ヨーロッパ特許）などの
番号があります。
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文部科学省研究開発局長.原子炉撤去工法.

特開2004-77148号. 2004-03-11.

特許文献 特許文献の参考文献リストの基本形 日本語
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特許出願人名 発明の名称

特許文献の番号など 公開特許公報等の
発行の日付



TIEMANN, PETER. Shaped part for forming

a guide ring. U. S. Patent 6,676,370.

2004-01-13.

特許文献 特許文献の参考文献リストの基本形 英語

発明者名 発明の名称

特許文献の番号など

公開特許公報等の
発行の日付
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ウェブサイト・ウェブページを見わける
ポイント

ウエブサイトには入手先のURL、入手日付の
表記があります。
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東京大学情報基盤課学術情報リテラシー担当編.

“情報探索ガイダンス(講習会)”. GACoS. http://www.dl.itc.u-

tokyo.ac.jp/gacos/training.html, (参照 2016-06-16).

ウェブサイト・ウェブページ
ウェブページの参考文献リストの基本形

著者名

ウェブページの題名 ウェブサイトの名称 入手先

入手日付

日本語
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ワンポイントアドバイス
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略語の見かた

 et al. ２名以上の著者を省略する場合（その他）
例 Folland, Gerald B. et al.

前掲誌、同誌

同上、同書

 ibid.

 id.

 proc. proceedings

 ｔrans. transaction

議事録、会報

会報、紀要

そのほかの例はこちらを参照してください。

「ネットでアカデミック」p.38文献表に出てくる略語一覧



 参考文献リストの記述が不完全なために、目的
の論文を探しにくい場合もあります。
そんな時は参考文献リストを持参の上、
所属部局の図書館（室）にご相談ください。
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• 各種講習会を開催しています。

Literacyサイト 講習会タブをご確認ください。

• 本や論文のコピーの取り寄せについては所属部局の図書館（室）へ
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