
インターネット検索の落とし穴
とデータベースの活用方法 
大学図書館の活用と情報探索 
薬学研究科　金子周司 



あんた誰？ 
電子辞書 

薬理学 



実は… 
もうひとつの顔 



本日のメニュー 
  研究と文献（学術情報のしくみ） 
  ライフサイエンス辞書 
  しくみから考えるネット検索の落とし穴 
  演習に向けて 
 
スライドは授業ページでも公開 



研究と文献 (literature) 

1. 研究テーマを決める 
2. 文献情報から仮説を立てる 
3. 実験や調査をする 
4. 結果を文献と照らし合わせて考察する 
5. 論文を書いて公表する 

研究の価値は
「originality」 



例：危険ドラッグでの自動車事故
1. 危険ドラッグでなぜ事故を起こす？
2. 事故状況から「カタレプシー」が原因らしい
3. カタレプシーの機序を実験的に調べる
4. カタレプシーと事故の発生機序を考察する
（残されたギモンは何か？）

5. 論文を書いて
公表する



「論文」の一般的構造 
1. 表題と抄録  ＝テーマと概要　→二次情報 
2. 序論    ＝経緯と仮説 
3. 実験方法  ＝検証方法 
4. 結果    ＝客観的事実 
5. 考察    ＝解釈と結論 
6. 引用文献  ＝参考論文 他人が検証 

できること 



最先端の研究に必要なもの 

その学問領域の基本的な知識 
研究対象についての最新の知識 
研究や調査をする技術 
研究コミュニティ（人脈） 
語学力、プレゼン能力 

情報は発信元に 
集まる 



学術情報とは？ 
  書籍 
  学術雑誌 
  電子書籍・電子出版物 
  データベース 
  Webページ 
  専門家の話 

新しい情報？ 
どうやって検索する？ 

確かな情報か？ 
永続性が保証されるか？ 



学術情報は本来、インターネット向き 

  世界中に流通させたい 
  早く読者に届けたい 
  専門家が少なく、流通が少部数である 
  書かれる論文数が膨大である 
  検索できないと意味が無い 
  引用等をリンクとして実装できる 



電子書籍（Kindle / iPad）

Medical 
Physiology

The Pharmacological 
Baisis of
THERAPEUTICS

Marijuana 
and the 
Cannabinoids

Principles of
Pharmacology, 

Cecil Textbook of 
Medicinec 
23 edition,

Pharmacology 
5th edition

PRINCIPLES 
OF NEURAL 
SCIENCE

Biochemistry 
5th edition

Life Science
Dictionary EJ
for Kindle

BASIC 
& CLINICAL 
PHARMACOLOGY

HARPER'S 
ILLUSTRATED 
BIOCHEMISTRY

HISTOLOGY AND 
CELL BIOLOGY 
An Introduction 
to Pathology, 

医学薬学
基礎英単語1000

Molecular 
Neuropharmacology 
A Foundation for 
Clinical Neuroscience

Pharmacology 
EXAMINATION & B
OARD REVIEW

プレゼン英語　
動詞使い分け辞典

1,700ページ
4 kg

11,423円
↓

150MB
8,249円(-28%)

全文検索
辞書検索
マーキング
しおり



掲載誌の論文PDF 

印刷中！ 



学術論文が出版されるまで 

Peer-Review 
  学術誌はだいたい研究者が編集長を務めている 
  同分野の研究者（複数名）による匿名での査読 
  査読は一般的に無報酬のボランティア 
  査読コメントを編集長に戻す（著者に開示） 
  編集長が却下、修正、追加実験、採択を判断 
  採択率は1～3割程度が多い 
  最近は電子編集がほとんど 



情報はタダではない（こともある） 



冊子体のない Open Access ジャーナル 

読者の動向が 
リアルタイム表示 

再利用自由、著者が出版経費を負担 



CCライセンス 

多くの学術誌は、CC 表示(BY) - 改変禁止(ND) - 非営利(NC) 

オープンアクセス誌は CC BY で再利用を広く認めている 

作者が決められる著作権の意思表示 



学術誌のステイタス 
Impact Factor (IF) 
  論文ごとに被引用回数を求める（個々の論文の影響
度ではない、全体の平均） 

  学術誌ごとに次式でインパクトファクターが毎年求
められる 
 当該年における前々年と前年の論文の総被引用数 
 ÷　前々年と前年の掲載論文数 

 ＝1論文あたり発表後2年間での被引用数の平均値 
  Journal of Citation Reports にて調べられる 



論文の影響度を計る指標の多様化 
  ダウンロード数、閲覧数 
  専門家の評価（数値化できない） 
  被引用回数 

Altmetrics 
  Twitterなどネット上での 
「評判」を数値化 

  今、話題となっている研究が
わかる点では便利かも… 



文献検索
二次情報（書誌情報DB）

一次情報
（冊子体）

一次情報
（電子出版）書誌情報

• 掲載学術誌
• 巻号年ページ
• 著者、所属
• 論文タイトル
• 論文抄録

Ernest Volinn, Jamison Fargo, and Perry Fine. Opioid therapy for nonspecific low back 
pain and the outcome of chronic work loss. Pain. 142(3):194–201, APRIL 2009 DOI: 
10.1016/j.pain.2008.12.017,  PMID: 19181448. Issn Print: 0304-3959. Publication Date: 
April 2009. 



PubMed　医学文献データベース 

米国では医学図書館NLMの
下部組織として遺伝情報セ
ンターNCBIが設置 

研究者が作った遺伝子情報
と図書の書誌情報が融合 

今では化合物や疾患情報も
統合されている 

統制語 MeSH が柔軟な検
索を可能にしている 

全世界に対して無料 



PubMed 検索結果 キーワード
検索 

検索結果の 
リスト 

書誌情報 
掲載誌への
リンク 

関連する 
論文 

京大内から8万 
タイトルが読める 



文献、疾患、遺伝子、医薬品の統合データベース 



データベースとは 

•  データの集合体（ふつうコンピュータに実装） 
•  データの検索と再利用が目的 
•  一定のデータ構造 
•  カード型、ツリー型：分類に基づく表 
•  関係データベース：複数の表を関連づけ 

•  検索アルゴリズム 
•  索引づけ（インデクス作成） 



カード型とリレーショナル型 
•  住所録 
•  あいうえお順に整理 

•  学生名簿と成績 
•  学生名簿と科目表を独立に管理（正規化） 
•  中間の表に学生と科目成績を記述（リンク） 

学部 学籍番号 氏名 

薬 2702.... 金子周司 

科目番号 科目名 担当教員 

TS001 大学図… 北村由美 

学籍番号 成績 科目番号 

2702.... 60 TS001 

学部 氏名 内線 

薬 金子周司 4541 

附図 北村由美 2653 



昔のYahoo! 

インターネットの黎明期
（2000年頃） 
図書のようにツリー分類
（なんと人力！） 
→膨大な情報に対応不可 
→そこで検索エンジン発達 
ちなみに今も残っています 



索引づけ 

高速な検索に必須 
 
•  データ収集 
•  タグ付け 
•  同義語の解消 



ライフサイエンス辞書 
Life Science Dictionary 

(LSD) 



なぜ電子辞書を作ったか 

  卒業研究に配属される４回生が最初に苦しむの
は論文の英語（ 学習辞書で読もうとする） 

  院生が苦しむのは，英語での論文執筆と国際学
会での発表（日本語で書いて英訳する） 

  みんな意外とできないのが，文献調査 
（ネットで日本語の情報ばかり集める） 

  誰も作らない電子用語集（評価されない） 



オンライン 
辞書サービス 
WebLSD 

出現頻度，音声 

対訳，解説，	

関連語や用例を表示	

英和・和英・活用辞書 

WebLSD2015 
英和   113,371語 
和英   127,390語 
音声     16,144語	



1億語のPubMed 

corpusから300

例をKWIC表示	

共起表現	



（左上）無料電子書籍「医学薬学基礎英単語1000」
（右下）Kindleライフサイエンス辞書

Medical 
Physiology

The Pharmacological 
Baisis of
THERAPEUTICS

Marijuana 
and the 
Cannabinoids

Principles of
Pharmacology, 

Principles of
Pharmacology, 

Cecil Textbook of 
Medicinec 
23 edition,

Pharmacology 
5th edition

PRINCIPLES 
OF NEURAL 
SCIENCE

Oxford
English

Biochemistry 
5th edition

BASIC 
& CLINICAL 
PHARMACOLOGY

HARPER'S 
ILLUSTRATED 
BIOCHEMISTRY

HISTOLOGY AND 
CELL BIOLOGY 
An Introduction 
to Pathology, 

Pharmacology 
EXAMINATION & B
OARD REVIEW



どうやって作ったか 
1. PubMed 抄録などから大量のテキスト
コーパスを作成 

2. 単語の出現頻度や隣接数を数えて用語
を収集（英語，日本語それぞれに） 

3. 同じ意味をもつ語句を対訳とする 
4. シソーラス（同義語辞書）をつくる 



単語の出現頻度 
日本語 (21万語) 英語 (62万語) 



専門用語の冗長性 
  事物の名称は数多くの同義語をもち，表記のゆれも大きい 

  これらを英和１対の統制語とその他の同義語（シノニム）に整理する 

  統制語の階層づけを定義する（シソーラスツリー） 

  遺伝子：カプサイシン受容体，バニロイド受容体1型，TRPV1 チャネル，
capsaicin receptor, vanilloid receptor type 1, VR1 protein, transient 
receptor potential vanilloid 1, TRPV1 channel 

  医薬品：プログラフ，プロトピック，Prograf，Protopic，タクロリムス
(水和物)，tacrolimus (hydrate)，FK(-)506，FR(-)900506 

  疾患：I型糖尿病，1型糖尿病，インスリン[インシュリン]依存性[型]糖尿病，
自己免疫性糖尿病，diabetes mellitus type 1, type 1 DM, insulin-
dependent diabetes mellitus, NIDDM 



シソーラス 



医薬品による有害事象事例 医療従事者 規制当局 データベース化 
（公開） 

データベースとシソーラスから始まる研究 

米国の有害事象データベースFAERSの 
収録レコード数は、近年、飛躍的に増大 

（2015年までに700万件超） 
　↓ 

当局による規制のみに留まらず 
有害事象の研究にも活用されるべき 



ある薬Aの副作用を減らす薬Bはないか？ 

drug A drug A使用DM (%) drug A非使用DM (%) オッズ比 (95%信頼区間) 
クエチアピン 10809/65453 (16.51) 37373/4482388 (0.83) 23.53 (22.99 - 24.07) 
オランザピン 6514/32483 (20.05) 41668/4515358 (0.92) 26.93 (26.17 - 27.72) 
アリピプラゾール 2175/28894   (7.53) 46007/4518947 (1.02) 7.91 (  7.57 -   8.28) 

まず、非定型統合失調症治療薬による糖尿病（DM）に着目してFAERSを解析した 

クエチアピンやオランザピンによるDMが高いオッズ比で起こっていることが分かった 

drug B drug B使用DM (%) drug B非使用DM (%) オッズ比 (95%信頼区間) 
プレガバリン 184/1377 (13.36) 10625/64076 (16.58) 0.78 (0.66 -  0.91)  
ラモトリギン 422/4055 (10.41) 10387/61398 (16.92) 0.57 (0.51 -  0.63) 
ビタミンD 66/1171   (5.64) 10743/64282 (16.71) 0.30 (0.23 -  0.38) 

次に、クエチアピンによる高血糖（糖尿病, DM）を軽減する薬物を総当たりで探した 

クエチアピンによるDMはビタミンD併用で軽減されることが分かった 



ビッグデータから得た仮説を実験で証明する 

FAERS解析から、ビタミンDが 
クエチアピンによる高血糖を 
改善するという仮説 

生体パスウェイおよび遺伝子
発現データベースから、クエ
チアピンはPI3Kを抑制する 

という仮説 

これらの仮説から 
動物と細胞を用いて、 
クエチアピンによる 
インスリン抵抗性は 
ビタミンDによるPI3K
活性化で阻止できる 
ことを実証した 

インスリン 
受容体 

PI3K GLUT4 

インスリン 
グルコース取込 

阻害 

活性化 

ビタミンD 

クエチアピン 

グルコース輸送体 

膜移行 

骨格筋など 



たちまちネットで話題に… 
Prevention of antipsychotic-induced hyperglycaemia by vitamin D:  
a data mining prediction followed by experimental exploration of the molecular mechanism 
（抗精神病薬が起こす高血糖のビタミンDによる防止： 
データマイニングによる仮説導出と実験による分子メカニズムの解明） 
Takuya Nagashima, Hisashi Shirakawa, Takayuki Nakagawa, Shuji Kaneko 
Scientific Reports 6:26375 (2016)　5月20日18時発表 



しくみから考える 
ネット検索での 
落とし穴 



ネット上の学術情報 
網羅性が必ずしも高くない（偏り） 
背後のシソーラスは不明である 



ネット検索での落とし穴：流言・風説 

鵜呑みにしない 
客観的・科学的な
証拠を探す 

データなし、引用なし 

匿名 

権威や科学を利用する 

間違った情報が中心のことも多い 
内容の保証（正しい引用）がない 



ネット検索での落とし穴：ランク変動 

2年前の事故
は探せない… 

当時のキーワード 

二次情報の更新スピードが速すぎる 
永続性がない 

オプション指定で 
期間を限定する 



ネット検索での落とし穴　リンク切れ 

有料データベース
を調べる 
キャッシュを 
調べる 

マスコミ記事やブログの引用が
多いWikipediaでありがち… 



キャッシュの検索（https://archive.org/） 
URL入力 

キャッシュ 
記録日時 

キャッシュ 
だとわかる 



ネット検索での落とし穴：情報源と検索語 

過去の演習課題例 
1.  現在，２千円札はどのくらい出回っているか。 

 「2千円札」→「日本銀行券」→「日本銀行」 
2.  携帯電話は国内でどれくらい使われているか。 

 「使われている」→「契約数」→「電気通信事業者協会」 3. 
 煙草を吸っているとある病気に罹りづらいという。
 その病気は何か。 
 「喫煙科学研究財団」という情報源を探す 

正しいキーワードは何か 
情報源はどこか 



ネット検索での落とし穴：言語 

必要なら 
外国語でも調べる 

ライフサイエンス辞書関係ばかり 研究論文が並ぶ（Google Scholar） 



ネット検索での落とし穴：伝達の範囲 

実は日本が最先端 
 
英語で伝えないと… 



ネット検索での落とし穴：同姓同名

場所や内容で判断

私じゃない！

どれも私のじゃない！



ネット情報を過信しない 
•  情報源（一次情報）までさかのぼる 
•  日本語の情報だけで満足しない 
•  いつの、誰の情報か確かめる 
•  重要な情報は何か考える 
•  ネットだけに頼らない（書籍、専門家） 
•  正しいか？でも真実があるとは限らない 



演習に向けて 



データベース演習 
テーマ：京大に在籍する教員の中から1人を選び、
下記データベースを利用して研究業績を調査せよ。 
 
京都大学教育研究活動データベース 
科学研究費助成事業データベース KAKEN 
国立情報学研究所 CiNii Articles 
科学技術振興機構 J-GLOBAL 
トムソン・ロイター Web of Science 
いくつかの新聞データベース（朝日、毎日、読売） 



どんな研究している先生か調べる 

•  氏名、現職 
•  研究開始年がもっとも新しい科学研究費補助金の獲得状況 
•  2006年以降の論文で最も被引用数の多いものの書誌情報
（日本語、英語 計2件）およびその被引用数。 
共著者もすべて解答すること。 

•  教員に関係する2006年以降の新聞記事 
•  それらの結果を踏まえた考察 



演習レポートの考察 
検索結果を考察し、以下の観点で論じよ。 
•  同性同名の人物はどのデータベースで混じっていた
か、またどのようにして調査対象人物を絞り込むこ
とができたか。 

•  それぞれのデータベースの特徴を比較してまとめよ。 
•  論文データベースと新聞データベースで得られる情
報に違いはあったか。違いがある場合はなぜか。 

•  その教員の研究テーマの中で、最新の研究テーマ、
周囲から評価されているテーマを挙げよ。また社会
的にどのような点で評価されているか述べよ。 





お手本！　なんだけど… 



科学研究費助成事業データベース KAKEN 

研究代表者 
 予算申請者 

研究分担者 
 予算配分あり 

それ以外 
 予算配分のない共同研究者 

 
※引用でもヒットするので注意 

研究代表者 



期間 

獲得額 

研究者番号で 
紐付けされている 

KAKENのレコード内容 



国立情報学研究所 CiNii Articles 英語でも調べられるが… 
ほとんど表示なし 



CiNii Articles 
での被引用数表示 

被引用件数 
でソート 

少ない… 
（あったことに驚き） 



CiNii Articles 
での著者検索 

いったい 
私が何人？ 



J-GLOBAL 

スコアがない… 



Web of Science での検索 



絞り込み成功！ 

被引用数の多い 
論文を選ぶ 



新聞記事をデータベースで探す 



研究業績検索のポイント 
  必ず複数の情報源をあたって比較する 
  本当にその人かどうか確かめる 
  発信者は誰で、いつの情報か確かめる 
  重要な情報は何か考えて整理する 
  情報がない場合の理由を考える 
  ネット検索もしてみる 



おわり 



 

演習のポイント 

2016/6/14 大学図書館の活用と情報探索  

   「インターネット検索の落とし穴とデータベースの活用法」 



おさらい 学術情報の生産 

図書 雑誌 

基礎・概論として
定着 

最新の成果を 
掲載する媒体 

研究 

発見 学術論文の執筆 査読 

普及 

新 古 

新聞 

どこで所蔵している？ 

どのように探す？ 

どのように整理されている？ 

先週からはこちら！ 
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メタデータ 

メタデータ 

 おさらい データベースとは 

論文データベース 
CiNii Articles 

Web of Scienceなど 

新聞データベース 
ヨミダス歴史館 
聞蔵 など 

論文
A 

記事
B 

論文
C 

雑誌 N 雑誌 S 

・タイトル 
・著者 
・抄録… 

記事
A 

論文
B 

記事
C 

・見出し 
・全文 
・日にち… 

○月○日の新聞 A △月△日の新聞 A 
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データベース とは 
・特定のテーマに沿ったデータを 
・記録、収集し 
・容易に検索、抽出できるようにしたもの 
 

そのため 

・収録内容   ・収集範囲 

・検索方法   ・インターフェース 

などは作成者（DB）によって異なる！ 
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Q 課題で使うデータベースにはどうやって 
  アクセスするの？ 

A1 PandAの課題ページ下部にリンク先をつけてあります 

A2 京都大学データベースリストを活用しよう 
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お願い！「ログアウト」を忘れずに 

データベース名 

収録年代 

同時 
アクセス数 

更新頻度 

データタイプ 

分野 

提供方法 
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Web of Science 検索の前に 

プルダウンから 

データベースリストからアクセスした場合
横断検索を 
Web of Science Core Collectionに 
切り替えましょう！ 
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Q Web of Scienceで「著者」での検索が 
  できません 
A Web of Scienceの検索のルールに従っていますか？ 
  →著者名は名字、スペース、名前のイニシャルの順に入力 (ガイド p.1右下) 

8 



データベースによって検索ルールが異なる！ 

9 

大文字と小文字は 

区別するの？ 

AND, OR検索の方法は？ 

よくわからないけど 

上手くいかない・・・ 

各データベースの「ヘルプ」をチェック！ 

                   →課題ページ下部にまとめています 

補助者にお気軽に質問してください！ 



Q 被引用件数とは何ですか？ 

10 

論文A 

論文B 

論文C 

被引用件数= 

     ある論文が、他の論文内で引用された数 



例えば… 

2006年に「CELL」誌に掲載された 

山中伸弥先生の論文 

「Induction of pluripotent stem cells 

from mouse embryonic and adult 

fibroblast cultures by defined factors」 

の被引用件数を調べる 
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なぜ違いが出てくるのか 

データベース 
被引用数 

2016/5/17 現在 

(参考) 被引用数 

2014/11/17現在 

Web of 

Science  8684 6742 

CiNii Articles 157 157 

Google 

Scholar  14471 10941 
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各データベースの収録範囲が異なるから 



キーワード 

検索 
全文検索 

主要雑誌 

タイトル 
用語辞
典 

聞蔵II 

［キクゾウツー］ 
（朝日新聞） 

1879～ 1985～ 
週刊朝日(2000~) 

AERA(1988~) 

アサヒグラフ(1923-

1956) 

○ 

ヨミダス 

歴史館 

（読売新聞）  
1874～ 1986～ － ○ 

毎索 

 [マイサク]  

（毎日新聞） 
1872～ 1987～ 

週刊エコノミスト 

(1989~) × 

Q 新聞記事を調べるデータベースとは？ 

Ａ それぞれの特徴を意識しながら検索してみてください 
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まとめ 

 DBを利用したらログアウトをお願いします 

 

 検索記号や様々な条件を上手に使おう 

 

 ヘルプを参照しながら、試行錯誤しつつ 

  いろいろなデータベースを活用してみてください 

 

 困ったらお気軽に補助者までお声掛けください！ 
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参考資料 

①代表的な論文データベースの紹介 

 

②論理演算の入力方法の紹介 

 CiNii Articles 

  新聞データベース 

   Google 
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①代表的な論文DB（日本語） 
  ● CiNii Articles [サイニイ アーティクルズ]【全般】 

http://ci.nii.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。 

 

  ● JDream III [ジェイドリーム・スリー]【全般/科学技術】 
http://jdream3.com/ 

株式会社ジー・サーチ提供の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] (1977-)【医学】 
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6,500誌から約1000万件(2016年5月20日現在)の論文
情報を収録。 
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①代表的な論文DB（英語） 

● Web of Science [ウェブ オブ サイエンス]【全般/科学技術】 
 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 
 1900年までさかのぼる。 
 

● Scopus [スコーパス]【全般/科学技術】 
 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21,000誌  
 以上が検索できる、世界最大規模のデータベース。抄録は最も古いものは 
 1800年代までさかのぼり、1996年以降の論文は引用情報も収録。 
 

● PubMed [パブメド]【医学】 
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=ijpktolib (京大専用) 
 米国立医学図書館(NLM)提供【無料】 
 医学・薬学・生物学分野の1946年以降の論文を収録。 
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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 

スペース 

②論理演算の入力方法-CiNii Articlesの場合 
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※半/全、大/小問わず入力可。英語/記号の前後にスペースを入力。 

※※ &、+、#、（ ）は半角で入力。優先順位はNOT＞AND＞OR 

※※※ 「－」記号での検索はヨミダスのみ利用可。 

②論理演算の入力方法-新聞DBの場合 

意味 入力例【ヨミ・毎索】※ 入力例【聞蔵】※※ 

AND検
索 

○と△の両方を含む 
○_AND_△ 
○スペース△ 

○&△ 
○スペース△ 

OR検索 ○または△を含む ○_OR_△ ○+△ 

NOT検索 ○は含むが△は含まない 
○_NOT_△ 
○_－△※※※ 

○#△ 

検索の 

順序付け 
( )内を優先して検索 

(○_OR_△)_NOT_
□ 

(○+△)#□ 
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②論理演算の入力方法-Googleの場合 

（Googleの場合） 

 論理演算 

 AND検索 A B 

 OR検索 A OR B、 A|B 

 NOT検索 A –B 

フレーズ検索 “All roads lead to Rome”  
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