
 

 

 

平成 23年度 情報探索入門－参考資料の種々とその利用－ 

スケジュール・授業概要 

 

11 月 21 日  講義   （メディアセンター203、204） 

 

＜目的＞ 参考資料を活用し、知的情報収集法とその重要性を理解する 

＜内容＞ 先行研究を調査する必要性とその方法を理解してゆく上で、レファレンスツール 

 の種類・特徴・使用法を覚える 

 [課題] 1.テーマを設定し、情報探索のためのキーワードを考える 

 

 

11 月 28 日  演習   （附属図書館 3階ライブラリーホール / 1 階参考図書コーナー） 

 

＜目的＞ 「基礎文献」（広く読まれ、高く評価された本）の選び方と探し方を理解する 

＜内容＞ 図書館の参考図書コーナーで専門百科事典類を中心とする参考図書を用いて、 基礎文 

献を調査し、その所在を確認する 

[課題] 1.設定したテーマについて参考図書を探す 

  2.参考図書を引いて、基本文献を探す 

 

 注意 

 11 月 28日は通常開館日です。参考図書コーナーには一般の利用者もおられます。 

できるだけ静かに演習を進めてください。 

 演習会場の混雑が予想されます。資料はお互いに譲りあって利用してください。 

 カバンなどの大きい荷物はライブラリーホールに置いておくことができます。 

 貴重品は必ず身に着けてください。 

 ライブラリーホールは演習開始時に施錠し、授業終了時に再び開場します。 

 

 

12 月 5 日 演習 （メディアセンター203、204） 

 

＜目的＞ 信憑性の高い定期刊行物（学術雑誌）記事の探し方を理解する 

＜内容＞ 信憑性の高い電子データーベースで学術雑誌記事を調査し、その内容の入手法 

 まで確認する 

 [課題] 3.雑誌記事索引(CiNii Articles, Web of Science)などを使って、論文を探す 

 

 

 

 

配付資料は 3回の授業を通して使います 

毎回忘れずにご用意ください 
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参考資料の種々とその利用 

（その1：講義編）  

京都大学附属図書館研究開発室 

准教授  古賀 崇 

 

平成23年度全学共通科目 

「情報探索入門」 第7回 

（2011年11月21日） 
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本日の内容 

• 参考資料などの活用法の説明 

–百科事典を中心に 

 

• 百科事典データベース“JapanKnowledge”を
実際に活用 

 

 

• 次回・次々回の演習に向けて 

 

 

3 

参考資料の活用 

4 

ここまで（第2回～第6回）のおさらいと 

今後の内容 

分類 
・トピックの整理・分析の仕方 

・図書館的分類法とユーザー側での分類法と
の対比 

目録 

・「図書・雑誌（論文）に関するデータ」の読み方 

（図書と論文との区別を！） 
・さまざまな「目録データベース」の活用法 

参考資料 

・トピックの解説や、トピックどうしの「つなが
り」の見つけ方 

・「トピックにかかわる有益な文献」の見つけ
方→論文の探し方 

インターネット／ 

データベース 

・「検索の落とし穴」への認識 

・「信頼性ある情報」を見抜くポイントへの認識 

5 

「参考資料」の大まかな分類 

参考資料 

辞書・事典類 書誌・目録・文献リスト類 

（二次資料） 

辞書・ 
用語集 

事典（辞典） 

百科 

事典 

専門 

事典 

①知りたいことがらの概要や
背景を把握する 

②知りたいことがらをよ
り深く追求する 

③ことば、
専門用語
の意味や
用例を把
握する 

④知りたいこと
がらを扱う文献
を調べ上げる 

6 

レポート 

例：「食材のトレーサビリティをめぐる現状につい
て」（第1回授業より再掲） 

トレーサビリティとは 

トレーサビリティをめぐる 

最近の話題 

トレーサビリティの技術・ 
システムとその運営 

トレーサビリティの可能性と 

課題 

辞書・事典類 

どの領域？ 

 
 

 

情報工学 

食品産業 

情報源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二次資料 

（各種DB） 

新聞記事・ 
一般雑誌記事 

一般書 

専門書 

学術論文 

百科事典や分
類を手がかりに 

目録でカバー 

《資料1》 講義

2



7 

人環・総人図書館 1階では… 

8 

附属図書館 1階では… 

9 

参考図書エリア（附属図書館の場合） 

10 

百科事典 

『日本大百科全書』 
（小学館, 第2版 1994年） 

 

『世界大百科事典』 
（平凡社, 改訂新版 2007年） 

 

『ブリタニカ国際大百科事典』
（TBSブリタニカ, 第3版 1995年） 

 

他にCD-ROM版、DVD-ROM版、 

携帯・スマートフォン対応版など… 

印刷版（冊子体） オンライン版 

11 

百科事典の特徴と機能 

• 知識体系の構造化 

 

• 「定説」の提示 

 

• 専門家による執筆 

 

• 一般の人向けの内容 

12 

百科事典の使いこなし方 

• 索引巻を先に引く（資料3参照） 

 

• 執筆者、参考文献に注目する（同上） 

 

• 複数の百科事典を引き比べる 

《資料1》 講義
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百科事典と、関連する参考資料 

百科事典 
（普遍的な知識） 

百科事典データベース 

専門事典 

新語辞書 

より新しい（時事的な）知識 

より深い知識 

14 

新語辞書、それに類似するもの 

（◎はJapanKnowledgeで利用可能） 

◎現代用語の基礎知識（自由国民社） 

◎Imidas（集英社） 

–2007年より書籍版は縮小 

 

• 朝日キーワード（朝日新聞出版） 

◎日本の論点（文藝春秋） 

–特定のテーマについて、異なる意見を掲載 

15 

百科事典データベース 

（有料のもの） 

• JapanKnowledge + NRK 

–京大で利用可能：通常の同時アクセスは「4」まで 

  http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/dbj/J.html  

–小学館の『日本大百科全書』『日本国語大辞典』
などに基づく百科事典・辞書データベース 

• 授業後半で実際に活用  

 

• ネットで百科＠Home 

• ポプラディアネット 
 

 
16 

その他の注目すべき情報源など 

書誌・目録・文献リスト 

17 

『翻訳図書目録2008-2010』より 

18 

《資料1》 講義
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19 

「レビュー」／Review 

• 特定主題に関して、すでに発表された文献を
総覧・評価→今後の研究動向を示唆 

• 実例 

–  1年間の「総決算号」にレビューを載せるもの：『史
学雑誌』『法律時報』 

–ほぼ毎号レビューを載せるもの：『カレントアウェア
ネス』（国立国会図書館、図書館情報学関連） 

–レビュー論文が中心となっているもの（レビュー
誌）：『児童心理学の進歩』、Annual Review of 

Biochemistry 

 
20 

「リーディングス」／Reader 

• 特定のテーマに関し、優れている、あるいは
特色のある論文を再録 

• 実例 

– リーディングス日本の教育と社会（日本図書セン
ター, 2006-） 

– International Political Economy : A Reader 

(Oxford University Press, 2010) 

 

21 

資料の質の違いを考える 

• 書籍  vs 論文 

 

• 入門書（新書など） vs  教科書  vs  専門書 

 

• 一般雑誌の記事  vs 学術雑誌の論文 

 

• 学術雑誌の論文  vs  紀要の論文 

 

22 

資料と時系列：パターン1 

社会的 

出来事 

新聞・ 
一般誌の 

記事 

学術雑誌 

の論文 

学術図書 

教科書・ 
一般図書 

専門事典 

百科事典 

23 

資料と時系列：パターン2 

研究上の 

新発見 

新聞・ 
一般誌の 

記事 

学術雑誌 

の論文 
学術図書 

教科書・ 
一般図書 

専門事典 

百科事典 

この辺の 

流れは 

あいまい 

24 

推薦図書 

• 妹尾堅一郎『知的情報の
読み方』水曜社, 2004.

（右記） 

• 妹尾堅一郎『考える力を
つけるための「読む」技
術』ダイヤモンド社, 2002. 

《資料1》 講義
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JapanKnowledgeの活用 

キーワード選定のために 

26 

JapanKnowledgeへのアクセス(1) 
• 図書館機構トップページの「データベース」のタブより 

（方法1）「資料のタイプで探す」から「辞書・事典」→ 
JapanKnowledge+NRK 

（方法2）Jをクリック → JapanKnowledge+NRK 

27 

JapanKnowledgeへのアクセス(2) 

• 「ユーザ名とパスワードが必要」と出てきたらECS-IDと
パスワードを入力 → JapanKnowledgeで「ログイン」 

28 

JapanKnowledge + NRK トップページ 

29 

「ノーベル賞」でOneLook（一括検索）を行った結果 

30 

日本大百科全書での「ノーベル賞」の
項目より 

 

《資料1》 講義
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31 

『デジタル大辞泉』での項目 

32 

『日本国語大辞典』での項目 

33 

関連：『日本の論点』より 

34 

JapanKnowledge + NRKでの 

その他の有益な情報源 

• 国史大辞典：日本史の総合的事典 

• 日本歴史地名大系：日本の地名・地域史を網
羅した事典 

• デジタル化学辞典：『化学辞典』（第2版, 2009）
をベースにした事典 

• 日本人名大辞典 + JK Who’s Who 

 

35 

「何を探したいか」のキーワードと連想 
• 分類の発想や、JapanKnowledgeを生かす 

• 資料4も参照：関連データベースを手がかりに 

大気汚染 

公害 

煙害 

光化学スモッグ 

上位語 

下位語 

関連語 

• 新書マップ：
http://shinshomap.info/search.php 

• NDLサーチ： 

 http://iss.ndl.go.jp/  
36 

• 次回の附属図書館での演習に関する注意 

 

• 資料一式は次回（11/28）・次々回（12/5）も持
参のこと 

 

• 課題は12/5（月）の授業で提出（厳守！） 

その他 

《資料1》 講義
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請求記号 書　名 出版年 請求記号 書　名 出版年

　A　～

A/2/コ3 国際政治事典 2005 AZ/785/ﾐ20 民事手続法事典 [全3冊] 1995

　D　～

D/2/ﾆ12 日本經濟史辭典 [全3冊] 1940

　E　～

E/2/ｼ6 新社会学辞典 1993 EB/22/ｹ2 現代マルクス＝レーニン主義事典 [全3冊] 1993

E/2/ニ6 日本女性史大辞典 2008

　F　～

F/2/ｷ20 教育学大事典 [全8冊] 1978 F/2/ｹ15 現代学校教育大事典　[新版] [全7冊] 2002

　G　～

G/2/レ1 歴史学事典 [全16冊] 1994 GD/1/ﾆ9 日本民俗大辞典 1999

GB/8/ｺ3 国史大辞典 [全17冊] 1979

　H　～

H/2/ｾ1 西洋思想大事典 [全5冊] 1990

　K　～

KD/2/ｴ2 演劇百科大事典 [全6冊] 1960 KG/2/ニ3 日本古典文学大辞典 [全6冊] 1983

KE/112/ｼ3 集英社　世界文学大事典 [全6冊] 1996

　UR　～

UR/1/セ5 世界大百科事典 [改訂新版] [全31冊] 2007 UR/1/ヘ1 平凡社大百科事典 [全16冊] 1987

UR/1/ニ1
日本大百科全書 [第2版] [全26
冊]

1994

　　　　　　　哲学・宗教

　　　　　　　芸術・言語・文学など

　　　　　　　百科事典

主題別「言葉や事物を調べる」事典リスト (文系・百科事典)

　　　　　　　政治・法律・行政

　　　　　　　経済・産業

　　　　　　　社会・労働

　　　　　　　教育

　　　　　　　歴史・地理

上に挙げているのは、各専門分野の言葉・事物の意味や背景を調べるときに使う事典です。 
ただし、古い事典も含まれていますので、これらの事典で調べたいことが見つからなかったときは、主題別「読む」
事典リストを見て、自分が調べたいことに近いテーマに関する事典を調べてみてください。 
 
☆すべて附属図書館１Ｆ参考図書コーナーにあります。 
☆基本的に参考文献・執筆者の記述があるものを挙げていますが、項目によってはないものもあります。 
☆ここに挙げたのは一部の事典です。ＫＵＬＩＮＥをひいたり実際に書架に足を運んだりして自分の分野に関する
ものを探してみましょう。 

☆自分の調べたいことがどの分野に入るかわからない時は、まず  UR：百科事典  をひいてみましょう。 
☆分類は国立国会図書館分類表を使用しています。 例）A ：政治・法律・行政 

《資料2》 講義・演習
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「百科事典」を引く -「発光ダイオード」の場合- 

 

基本文献 

著者名 

「日本大百科全書」第二版 （東京、小学館、1994年-1997年） 

←↓「索引」より 「発光ダイオード」の 

掲載ページ↓ 

JapanKnowledge（日本大百科全書(ニッポニカ)、ニッポニカ・プラスを選択） 

基本文献 

著者名 

25巻(p.715) 

 

18巻(pp.813-814) 

《資料3》 講義・演習
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テーマやキーワードの連想に使えるツール 

1. 冊子・インターネット上のシソーラス 
 

■シソーラス（thesaurus）とは… 

「類語辞典」の一種。ある語について、関連する語を調べるときに用いる。 

同義語・類義語だけでなく、上位語や下位語を見ることができる。 
 

 

  
基本件名標目表 第 4 版  (附属図書館１F参考図書 UL||644||キ 2、ほか) 

MeSH（ Medical Subject Headings ) 

MEDLINEのシソーラス (http://www.nlm.nih.gov/mesh/) 

TT：最上位標目（Top Term） 

BT：上位標目（Broader Term）  

NT：下位標目（Narrower Term） 

RT：関連標目（Related Term）  

UF：件名標目として採用されていない

もの（Used For） 

 

単語を直接検索し、

その上下の概念を

表す単語を見る 

関連語も参照可能 

（See also） 

大きな概念から 

小さな概念へと 

絞り込む 

《資料4》 講義・演習
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2. 関連テーマやキーワードを探せるウェブツール 
 

 
新書マップ （http://shinshomap.info/） 

国立国会図書館サーチ 開発版（ NDLサーチ ）(http://iss.ndl.go.jp/) 

 

キーワードで 

検索 

関連テーマが表示 

クリックすればさらに展開 

関連テーマ／キーワードを 

切り替えて表示、絞り込み 

検索結果画面に 

関連する用語や 

キーワードが表示 

キーワードで検索 

《資料4》 講義・演習
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論文を探して手に入れる 

平成23年度 情報探索入門 

2011.12. 5 

2 目次 

 

1. はじめに                   3 - 10 

 

2. CiNii Articles で論文を検索する         11 - 22 

 

3. CiNii Articles から論文を入手する        23 - 27 

 

4. 英語の論文を検索する                       28 - 36 

 

5. 他のツールの紹介                                   37 - 42 

3 

1. はじめに 

4 前後の演習とのつながり 

 

 

 

 

演習 検索対象 使用ツール 

分類・目録 図書・雑誌 
KULINE 

Webcat Plus 

参考 論文 
CiNii Articles 

 SCOPUS 
Web of Science 

インターネット／
DB 

“情報” 
Web of Science, 

Google, Yahoo, etc 

5 今回の演習の目標 

 

論文を検索して、 

  本文の入手方法まで確認する！ 

6 論文とは？ 

 

最新の研究成果が発表されたもの 

 

雑誌に掲載されている（紙or電子ジャーナル） 

 

引用されることが多い論文が重要 

 

《資料5》 演習
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7 KULINEでは「論文」は探せません！ 

KULINEやWebcat Plusで検索できるのは、 

 図書と雑誌。論文を検索することはできない！ 

  

     図書      雑誌    KULINEで検索できる 

 

        A論文  B論文  KULINEではヒットしない 

 

  では論文情報を検索するには…？ 

 

8 日本語の論文を検索 

 

CiNii Articles [サイニイ アーティクルズ] 
– http://cinii.ac.jp/ 
– 国立情報学研究所（NII）が提供している、日本の学術論文を中心とした論文情報の提供サービス。 

 
JDreamII [ジェイドリーム・ツー]（科学技術） 
– http://ninsho.jst.go.jp/portal/DispDBMenu.do 
– 科学技術振興機構が提供している、科学技術に関する文献や研究テーマ情報などを 
  検索することができるデータベース。科学技術系のジャーナルを初め、学会誌、協会誌、 
  企業・大学・独立行政法人・公設試験場等の技術報告、業界誌、臨床報告等を収録。 

 
医中誌Ｗｅｂ [イチュウシ ウェブ]（1983-） 
– http://search.jamas.or.jp/ 
– 医学中央雑誌刊行会が作成・提供する国内医学論文情報のインターネット検索サービス。医学・歯

学・薬学および看護学・獣医学などの関連分野の定期刊行物、のべ約5,500誌から約770万件（2011
年11月現在）の論文情報を収録。 

 
 

英語の論文を検索 

Web of Science [ウェブ オブ サイエンス] 
– http://www.webofknowledge.com/wos 
– トムソン・ロイター社提供 
– 自然科学、社会科学、人文科学のジャーナル12,000誌以上が検索でき、引用情報も調べられる。

データの収録範囲は1898年までさかのぼる。 

 

SCOPUS [スコーパス] 
– http://www.scopus.com/ 
– エルゼビア社提供 
– 自然科学、社会科学、人文科学のジャーナル18,000誌以上が検索できる、世界最大規模のデータ

ベース。1996年以降の論文は引用情報も収録。 
 

PubMed [パブメド] 
– http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=ijpktolib（京大専用の入り口） 
– 米国立医学図書館（NLM）提供【無料】 
– 医学・薬学・生物学分野の1950年以降の論文を収録 
      

9 10 CiNii [サイニィ]  

CiNii [サイニィ] （ＮＩＩ論文情報ナビゲータ） http://ci.nii.ac.jp 
 

国立情報学研究所（NII）が提供する、日本語論文や図書・雑誌などの学術情報を検索できるデータベース・サービス。 
“CiNii Articles” と “CiNii Books” からなる。インターフェースは日本語。無料（一部機能は有料）で利用できる。 
 

 CiNii Articles – 日本の論文をさがす   
 日本語の学術論文情報が調べられる。収録件数1500万件以上。そのうち約370万件の本文PDFを見ることができ、  
 全文検索機能でそれらの内容を検索できる。引用情報（参考文献、被引用文献）もあり。 
 

 CiNii Books – 大学図書館の本をさがす 
 全国の大学図書館等が所蔵する本（図書や雑誌）の情報が調べられる。最近の本から古典籍〃洋書〃CD・DVDなど 
 を幅広く収録。探している資料がどの大学図書館にあるかがわかる。 

CiNii Articles CiNii Books 

11 

2. CiNii Articles で 
     論文を検索する 

12 スタート：図書館機構トップページから 

左サイドメニュー：論文を探す 
 ＞データベース 
   ＞Popular Databases 

http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/ 
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13 論文検索：簡易検索画面 

・論文名 （例：鴎外 脚気） 
・著者名 （例：古賀崇） 
・論文キーワード （例：日本史 デジタル）etc...               

詳細検索へ 

本文がWeb上にあ
るもののみを 
探すなら、ここに
チェック 

※数字、アルファベットの大文字と 

小文字、全角と半角は区別なし 

検索項目が決まっているなら、詳細検索で 

14 論文検索：詳細検索画面 

15 ３つの要素 

<論文>     <著者>     <刊行物> 

16 検索結果一覧 

抄 録 

「下田吉之」「高原洋介」「亀谷茂樹」他の 
「大阪府におけるエネルギーフローの推定と評価：都市における物質・エネルギー代謝と建築の位
置づけ その２」という論文で、 
 
「日本建築学会計画系論文集」の555号（2002年発行）の99～106ページに載っている 

引用情報 

（参考文献・被引用文献） 
本文あり 

被引用件数でソートできる 

17 詳細表示画面 18 検索のコツ 

 

 

 

入力方法 意味 

AND検索 情報処理 デジタル 
「情報処理」「デジタル」両方を
含む 

OR検索 
原住民  OR  先住民 

 

「原住民」「先住民」どちらかを
含む 

NOT検索 福祉  -ボランティア  「福祉」を含むが「ボランティア」
を含まない 

完全一致検索 /清水光/ 「清水光一」はヒットしない 

前方一致検索 カウンセ* カウンセラー、カウンセリング… 

フレーズ検索 “Google Maps” 2語が隣り合うものだけ 

半角大文字 

半角ハイフン 
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19 たとえば… 

 

地球温暖化とヒートアイランドについての最新の論文は？ 
「地球温暖化」「ヒートアイランド」  

→「出版年：新しい順」で並び替え 

 

唐木順三論が読みたい 
詳細検索画面で、「論文名」に「唐木順三」を入力 

 

（新刊）書店について調べたい 
書店 OR 本屋 -古書店  -古本屋 

20 うまくいかないときは 

ヒット件数が多い 

ノイズが多い 

完全一致検索・AND検索・NOT検索 

・下位語で検索 

ヒット件数が少ない 類義語でOR検索・上位語で検索 

最近の論文だけで良い 出版年を指定・出版年で並び替え 

○○で始まる雑誌 

だったような… 
前方一致検索 

“Google Maps”について 

検索したい 
フレーズ検索 

著者検索 

著者名を入力すると、同一著者の論文を一括して検索できる 

著者の「名寄せ」が不完全なので、検索漏れに注意が必要 

21 

同姓同名の人物がヒット
する 

どれが目的の著者か？ 

同一人物でも別に出てき
てしまったりするので注
意！ 

 

どちらも京大の
古賀先生・・？ 

全文検索 [試験公開] 

論文のなかみ（本文）が調べられる 

CiNii に本文ＰＤＦが収録されているものが対象 

22 

23 

3. CiNii Articles から 
     論文入手 

24 本文を読む／探す (1) 

 詳細表示画面 

 

 
 

                CiNii 本文PDF 
– 論文本文へのリンク 

 このほか、以下のアイコンからも本文にリンクします 

－ J-STAGEの論文本文へリンク 

※一部有料のものあり 
- 大学や機関等のサイトの論
文本文へリンク 

- 機関リポジトリの論文本
文へリンク 
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25 本文を読む／探す (2) 

京大 Article Linker 
– 京大が契約する電子ジャーナル（EJ）の本文へリンク 

– 京大が所蔵する雑誌（紙）をチェック 
 

CiNii Books 
– 他大学の所蔵をチェック 
 

NDL-OPAC 
– 国立国会図書館の所蔵をチェック 

 

RefWorks 
– 論文情報を取り込む 

26 検索から入手まで 

論文を検索 

ＰＤＦなし PDFあり 

京大の所蔵をチェック 

EJあり ＥＪなし 

雑誌（紙）あり 

他大学の所蔵をチェック 

訪問利用 複写物取り寄せ 

雑誌（紙）なし 

本文を入手！ 

27 CiNii Articles でできること 

CiNii Articles を使うと日本語論文を探せる 
 

CiNii Articles は論文詳細画面から 

   1, 2clickで・・・ 
– 本文を閲覧できる 

– 京大で契約しているEJが読める（         →EJ） 

– 京大の所蔵がチェックできる（         →KULINE） 

– 全国の大学の所蔵がチェックできる 

 

28 

4. 英語の論文を探す 

代表的なデータベース 

Web of Science [ウェブオブサイエンス] 

SCOPUS [スコーパス] 
– 収録するデータの数が多い 

– 広範な学問分野をカバー 

– 引用情報が調べられる 

 

 

 

データベースリストから 

  アクセス 

29 Web of Science 検索画面 

トピック：思いついた単語や
フレーズで検索できる 

 

30 

初期値は全範囲
（1898年～現在） 
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Web of Science検索結果一覧 31 

被引用数・第一著者名な
どでソートできる 

本文入手へ 

Scopus検索画面 

単語やフレーズを入力 
（初期設定はタイトル、アブストラ

クト、キーワード） 

32 

初期値は全ての年 

Scopus検索結果一覧 33 

本文入手へ 

発行年・引用件数 

などでソートできる 

出版社のサイトへ 

34 京大 Article Linker （EJありの場合） 

1.電子ジャーナル（EJ）が 
あるとここに表示される 
 ①論文のページへ 
 ②雑誌のページへ 
 ③出版社のページへ 

① ② ③ 

本文を入手！ 

35 京大 Article Linker（EJなしの場合） 

1. 電子ジャーナル（EJ） 
なし 
  
2. フリーのテキストを探す 

3. なければ、KULINEで 
雑誌（紙）を探す 

4. 雑誌（紙）もなければ、コ
ピーを取り寄せる 
または見に行く 

本文を入手！ 

36 論文を選ぶポイント 

質的評価 

• タイトル 

• 著者 

• 抄録（アブストラクト） 

• 本文 

量的評価 

（数値的） 

• 被引用件数の多い（≒注目されている）論文を
選ぶ 

• インパクトファクターの高い（≒評価が高い）雑誌
に掲載された論文を選ぶ 

※一般に論文評価は難しく、本当は論
文を読んで自分で価値判断すべき 
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37 

5. 他のツールの紹介 

38 Google Scholar [グーグル スカラー] 

- 学術コンテンツ専門の検索エンジン 
http://scholar.google.co.jp/ 

被引用文献情報 

本文 

調べたい論文A「The energetic basis of the urban heat island (Symons Memorial Lecture, 20 May 
1980)」を引用した論文B「 Bibliografía sobre Climatología urbana: la“ isla de calor”, II」がヒット。この
データの“Cited”（被引用文献）は、論文Bを引用した文献を指す。 

ArticleLinkerからも 
検索できる 

（スライドno.35参照） 

論文B 

論文A 

39 日本語文献を探すデータベース(1) 

雑誌記事索引集成データベース （明治-） 
– http://zassaku-plus.com/ 
– 明治初期から現在まで、また、総合雑誌など全国誌から地方で発行された雑誌も対象。 

 

大宅壮一文庫雑誌記事索引 （1988-） 
  http://www.oya-bunko.com/index.html 
– 「雑誌記事索引」には採録されていないような日本の一般大衆誌（週刊誌・総合誌・ 
  女性誌など）が中心。 

 

MAGAZINEPLUS （1945-） 
– http://web.nichigai.co.jp/nga/jsp/login/iplogin/KYT.jsp 
– 「雑誌記事索引」ではカバーしきれない年報類・論文集・シンポジウム・学会年報なども収録。 

 

LexisNexis JP 
– http://legal.lexisnexis.jp/ 
– 日本最大級の判例･法令検索データベース。 

 

日本語文献を探すデータベース(2) 

聞蔵II ビジュアルfor Libraries （1879-） 
– http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/lusr/kikuzo2login.html 
– 1879年（明治12年）の創刊から現在までの朝日新聞紙面を完全収録し、 「AERA(アエラ)」創刊号か

らの記事や「週刊朝日」のニュース面、現代用語「知恵蔵」最新版も収録。 

 

ヨミダス文書館 （1986-） 
– https://db.yomiuri.co.jp/bunshokan/ 
– 明治7（1874）年の創刊から昭和64（1989）年までの読売新聞紙面イメージおよび昭和61（1986）年か

らの読売新聞記事テキストを収録。  

 

毎索 [マイサク] （1872-） 
– https://dbs.g-search.or.jp/WMAI/WMAI_ipcu_login.html 
– 1872年からの毎日新聞記事と1989年からの週刊エコノミストの記事・誌面等を収録。 
    毎日新聞の紙面イメージは1872年～1999年を日付検索できる。 

 

日経BP記事検索サービス大学版 
– http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/lusr/kijiken.html 
– 日経BP社が発行する雑誌の記事が検索できる。本文まで閲覧可能。 

40 

データベースリスト 41 

- 京都大学で利用できるデータベースの一覧
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/gakunaidb.html 

図書館機構HP 
 左のメニュー 
  データベース から 

KU Article Search 42 

参考までに 

- 複数のデータベースをまとめて検索できるシステム   
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/gakunaias.html 

図書館機構HP 
 左のメニュー 
  論文を検索する から 
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