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１ 雑誌論文を入手する流れ図
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入手まで：平均 4 日
平均的な 5 枚の複写物の場合、
送料込みで約 350 円

新ゼミ生のための文献検索ガイダンス

２ 日本語でデータベースを検索しよう
■ JDreamⅢ（ジェイドリームスリー）

科学技術や医学・薬学関係の国内外の文献情報を手軽に検索できる，日本最大級の科学技術文献データベースで
す。
昭和 50(1975)年以降日本国内発行雑誌の科学技術文献を網羅的に収録しているほか，主要な外国雑誌の文献
も収録しています。収録文献数は，6,000 万件～

■■JDreamⅢのオススメポイント■■
１ 外国語文献についても日本語で検索，概要把握ができる！英語文献のほとんどに日本語の抄録！
< 便利です！>
２ 各水産試験場の研究報告、探しにくい資料、なかなか図書館に所蔵がない資料の論文を検索できる！
< 海洋大生にイチオシ！>
３ シソーラス（キーワード）の充実！ < 探しやすくてモレがない！>

③IP 接続ログイン
① 本/雑誌を探す

をクリック

②JDreamⅢをクリック

④職種（大学）、
お名前を入力
注意

⑥検索開始!

⑤
をクリック

JDreamⅢではブラウザの「戻る」ボタンで前の画面に戻ろうとすると“Web ページの有効期限が切

れています”などのメッセージが表示されます。

というボタンなど，データベースで提供されてい

るボタンを使いましょう。
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演習

思いついたキーワードを入力して，参考になりそうな文献を検索してみましょう。

１） キーワードのところに 1 つずつ

アサリ

集団

遺伝

と入力し，

ヒット件数

リストへ
➔ 46 件ヒットしました。
該当の L 番号をクリックして，検索結果を表示させます。

リストの中から，自分の研究テーマや，探していることと近そうなタイトルや，気になるタイトルをクリックしてみて
ください。
（注）この資料中の検索例での検索結果件数は現在とは異なることがあります。

検索のヒント！その 1

検索範囲や発行年，言語，記事区分など，オプション条件を
簡単に入力することができます。

検索のヒント！その 2
クリックした文献の情報のうち，シソーラス用語の
欄に注目してください。
ここにはその文献のテーマや要点を表す言葉が並
んでいます。この言葉（シソーラス用語）をヒントと
して，新たな検索語を加えたり，修正してみたり，
絞り込みをしてみたりしてください。自分が探して
いることがどういうシソーラス用語で表現されて
いるかがわかると，自分が探している文献を的確
に探すことができます。

注目!!
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※シソーラス用語とは？
シソーラス用語とは，文献のテーマや要点を表すキーワードで，体系的に整理されたシソーラス用語集
の中から付与される言葉。

JDream Ⅲで使われているシソーラス用語集「JST 科学技術用語シソーラス」は主要な科学技術用語を，同
義語や意味上の類似関係，階層関係などによって体系的に整理した用語集です。文献には，その文献のテーマ
を表すキーワードが「シソーラス用語」として付与されています。

【シソーラス用語に注目する理由】
① 文献中で異なる用語が使用されていても，同じテーマの文献を一語でまとめて検索できます。
例：「えび」「エビ」「海老」などはシソーラス用語である「エビ」でまとめて検索できます。
検索語をシソーラス用語に置きかえるとヒット件数が多くなります。

② シソーラス用語の言葉には階層関係があり，上位概念の言葉で検索すると下位概念の言葉が自動的にヒット
します。
【シソーラスの一例】
(Narrower Term) ： 見出し語の下位概念語
Broader Term) ： 見出し語の上位概念語
二枚貝類(ニマイガイルイ)
NT
アコヤガイ
アサリ
カキ類
シジミ
ホタテガイ
BT 軟体動物

軟体動物
二枚貝類
アサリ

アコヤガイ
ホタテガイ

カキ類

シジミ

➔「二枚貝類」で検索すると「アサリ」や「カキ類」などが付与されている文献もヒットする。

２）ヒット件数が少なかった場合は，次の例のようにシソーラス用語を追加してみましょう。多かった場合はシソー
ラス用語を参考にもっと専門的なキーワードに変えて検索してみましょう。
キーワードを

二枚貝

集団

遺伝 に替えて検索してみました。

➔ 507 件ヒットしました。
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検索のヒント！その 3
全体の傾向を見るために頻度分析を使ってみよう。
クリック！

L 番号に☑を入れて、頻度分析をクリックしてください。
0

頻度分析とは，ヒットした文献の中から，キーワードや著者・所属機関・年などの出現頻度（ランキングのような
もの）を見ることができる機能です。そこで選んだキーワード等を使って，絞り込み検索をすることができま
す。

①フィールドを選択し
て，実行

② これは！ と思う
キーワードをクリック

③ここに選んだキーワードが
候補として入る

④頻度分析で選んだ語を
加えて検索してくれる。

３） 頻度分析を見て絞り込み検索をしてみましょう。
検索結果が多い場合は，30 件以内くらいになるよう検索結果を絞り込んでください。
４）
①
②
③

検索結果を表示して印刷してみましょう。
検索結果のタイトル一覧が出ている画面のいちばん下までスクロールする。
出力形式はそのままで「◎全件表示」にチェックをいれ，「回答表示」をクリック。
「回答結果表示」画面の「画面印刷」を押して、リストを出力する。
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５） 表示した文献の本文を入手しましょう。入手方法は 3 パターン。

１

電子ジャーナルを利用

２ 学内にある雑誌をコピーする
３

他大学か ら 取り寄せ る

６） 表示された検索結果の詳細を見て，各文献情報の
下に DOI 情報，リンク情報，予稿集というリンク文字，
または crossref，J-STAGE，PubMed などのロゴ
があったら，電子ジャーナルの本文へのリンクです。ク
リックしてみてください。
本学で契約している電子ジャーナルであれば本文が
表示されます。価格が表示されたり，パスワードを求
められたりした場合は，本学契約外の雑誌で，フルテキ
ストは見られません。入手するためには海洋大の図書
館で探すか，他大学からコピーを取り寄せることにな
ります。
あるいは，PPV（ペーパービュー）で入手できる場合
もあります（個人クレジットカード決済）。
＊電子ジャーナルへのリンクボタンがなくても，実際
には電子ジャーナルが提供されていることもありま
す。
図書館ホームページの「論文/記事を探す」の「電子リ
ソースを探す」→「雑誌名から探す」で確認してください。
７） 電子ジャーナルがなかった文献を入手するために検索結果をプリントアウトしましょう。

ウラワザ！ JDreamⅢを辞書として使う
「検索条件」画面の左のタブから，「ＪＳＴシソーラス map 閲覧」を表
示させてキーワードの階層関係を調べたり，「日本語異表記辞書ブ
ラウザ」を使って，同義語とその異表記語を確認したりすることが
できます。

最後は，必ず

ログアウト
※学内で同時にアクセスできる数が，10 までと限定されています。
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３ 入手法 その１ 電子ジャーナルで読めるか？
３-１ 電子ジャーナルって何？
インターネットを通して読むことができる雑誌です。本学契約の他，オープンアクセスにより誰でも読める雑誌
もあります。
冊子体（紙に印刷されたもの）形態ではなく，電子的な形態（PDF or HTML)で出版されます。
Ｐ
Ｄ
Ｆ形式：プリントアウトして保存する時に便利。
フ ル テ キ ス ト形式：本文中のリンクをたどりたい時や図表を大きく表示したい場合に便利。
■電子ジャーナルの長所
いつでも：インターネットなので時間を選ばない。
どこでも：学内であれば場所を選ばない。
早
い：印刷体の雑誌より早くアクセスできる。

読みたい雑誌の雑誌名がわかっている時は，３－２
の１）の方法で探してください。
JDreamⅢでリンクボタンがない場合でも，改めて
探すと電子ジャーナルで読めることがあります。

３-２ 使い方は簡単，クリックしていくだけ！
演習
次の論文の全文を表示してみましょう。
FUKUOKA, M., OHTA, K.-. and WATANABE, H., 2002. Determination of the terminal
extent of starch gelatinization in a limited water system by DSC. J Food Eng,
53(1), pp. 39-42.

検索のヒント！その 4

文献リストの見方を覚えよう！

論文を最後まで読むと，巻末に必ずリストがつけられています。そこには，その論文で引用・参考にした論文や本
が載っています（学術論文は，理論や主張の裏付けとなる根拠やデータの出所を示して信頼性を高めなければ評
価されません）。そのリストのことを，参考文献リストといいます。英語だと "References"です。
文献の入手方法として，データベースを検索するだけでなく，先行論文の参考文献リストを見て収集するという
ことも多くあります。いわゆる芋づる方式，孫引きともいいます。レポートや論文の参考にしたいと思うような文
献になるべく早くアクセスできるように，参考文献リストの見方を覚えましょう。
参考文献リストに書かれた，文献を特定するのに必要な情報を書誌事項といいます。データベースの検索結果に
表示される情報も書誌事項です。
参考文献の記載例
著者名
論文名
発行年

Endo H, Hao JH, Maita M, et al., 2009. Use of an optical biosensor with a
silicone-immobilized enzyme to determine plasma total cholesterol concentrations in
fish. Fish. Sci. 75(5), 1329-1336.
掲載雑誌名

巻号

ページ

書誌事項の中で検索のキーとなるのは掲載雑誌名です。一見しただけではわかりにくいのですが，雑誌名はこ
の例のようにイタリック体になっていることがよくあります。また，語の後半がピリオドに置き換えた省略形で表
されることも一般的です。イタリック体でもなく省略形でもない場合は，著者名と論文名を特定して消去法で見当
をつけましょう。わかりにくい書誌事項もありますので，悩んだ時は図書館員におたずねください。
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１）

読みたい雑誌論文の情報があらかじめわかっている時は、電子ジャーナルで読めるかどうか確認します。

③Vol. No. ページ

②目指す雑誌名を検索す

を入力して探す。

る。

④電子ジャーナルページへ移動。

①「電子リソースを探す」ペー

④電子ジャーナルページへ移動。

ジへ進む。

オンライン蔵書目録 OPAC（オーパック）の検索結果画面から電子ジャーナルページへアクセスすることも可能で
す。 (検索方法は 12 ページをご参照ください)

①目指す雑誌名を入力し、「書名に左の語を含む」を選択して検

②「電子ジャーナル」にチェック。

③

④電子ジャーナルページへ移動。

ボタンをクリック。
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２）

データベースで読みたい論文を見つけたときは、以下のアイコンを目印にします。
論文入手のためのハブの役割をするページが表示され、どの方法で入手すればよいかナビゲートしてくれ
ます。
例）

１

電子ジャーナルを利用

２ 学内にある雑誌をコピーする

３

他大学か ら 取り寄せ る

検索のヒント！その 5 Google Scholar に海洋大の Find it を設定してみよう！
Google Scholar では
設定メニューから
「図書館リンク」を選択し、
東京海洋大学を追加することで
Find it が使用可能になります。

電子ジャーナル利用における注意
＊ソフトを使った自動ダウンロードは行わないで下さい。
＊個人の学術研究，教育目的にのみお使いください。
＊ダウンロードした論文の複製・再加工等は行わないで下さい。
＊論文の電子ファイルを第三者にメール添付で送信しないで下さい。
■ 不正使用が発覚した場合，大学全体として電子ジャーナルが使えなくなることもありますので，
以上の点にはくれぐれもご注意願います。
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４ 学外からアクセスしよう（リモートアクセス）
４-１ リモートアクセスとは？
自宅・出張先など学外から，学内と同じ条件で，本学契約の電子ジャーナルや文献データベースなどを利用す
ることができるようになるサービスです。海洋大 ID により認証を行います。
※最新情報は必ず ICT サポートのページでご確認ください。
４-２ 利用できる方
本学に在籍している学生，教職員等で，海洋大 ID を所有している方。
４-３ 海洋大 ID とは？
海洋大 ID 通知書（海洋大 ID，パスワード等記載）に記載されています。
メールアドレスの＠の前の部分です。
４-４ 接続方法
PC、タブレット等にクライアント（FortiClient VPN only）をインストールしてご利用ください。
インストール手順等の詳細は、図書館ホームページ上メニューの“リモートアクセス”からご確認ください。
利用後は必ず FortiClient を「切断」してください。
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５ 入手法 その２ 海洋大にあるか？
５-１ 雑誌をさがして，コピーする。
電子ジャーナルで入手できない論文は，データベースの検索結果（書誌事項）をもとに，論文が掲載されている
雑誌をさがして，該当ページをコピーします。雑誌をさがすには，オンライン蔵書目録 OPAC（オーパック）を使い
ます。
５-２ OPAC 検索のツボ！
（雑誌を検索するとき，①～③が重要ポイントとなります）
演習
次の文献を探してみよう。
岡本,峰雄

環境変化による水産業の影響を考える どうなるの?温暖化(第 6 回)温暖化によって激減しているサンゴ

礁の再生 養殖 45(10) (通号 569), 44～46, 2008/9
① 雑誌名でさがす

② 完全一致検索

データベースの検索結果（書誌事項）のどの部

一般的なキーワードが雑誌名になっている場合，該当

分が雑誌名なのか判別し，「掲載雑誌名を入力

するものが多くなり特定が困難です。詳細検索画面で

して検索する」と覚えましょう。

検索条件を「書名（完全形）」を選び，資料区分の

この場合は「養殖」が掲載雑誌名です。

「雑誌」にチェックを入れて検索します。キーワードと完全

ほかの言葉で検索しても探せません。

に一致するタイトルをもつ雑誌がヒットします。
③ 前方一致検索（英語）

書誌事項の中で洋雑誌の省略形の省略部分にはピリオドがついていますが，OPAC では，"．"（ピリオド）ではなく，
"＊"（アスタリスク） をつけて検索します。なるべく 3 文字以上入力してください。1 文字に"＊"をつけてもヒットしますが，
大量にヒットして探すのがたいへんです。
例） ×Biosci. Biotechnol. Biochem.
◎Biosci＊ Biotechnol＊ Biochem＊

と入力すると Bioscience, biotechnology, and biochemistry.がヒット。

⑤ 漢字・かな，どちらでも可

④ 検索範囲を限定する

日本語での検索では，入力するとき，漢字・ひらがな・カタ
カナ，どれでも OK です。単語の「かきかた（表記）」ではな
く「よみかた」を入力します。
例） すしでの検索結果には、寿司も鮨もスシも含む

⑥ 大文字・小文字どちらでも可
英語で入力する場合，大文字・小文字，どちらで
も OK です。また，半角・全角も区別していません。
データベースの検索結果（書誌事項）で，“ISSN”
がわかる場合は，“ISSN”で検索すると簡単です。
※ ISSN と は International Standard Serial
Number の略で，8 ケタの雑誌識別番号です。
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５-３ 雑誌の場所
－OPAC で所蔵巻号と請求記号，配架場所をチェック！－
雑誌の置き場所を確認しましょう。データベースから
クをクリックすると OPAC 画面に進めます。

③配架場所を確認。
「品川図書館」となっているものが図書館
にあります。それ以外は研究室所蔵。右側
は雑誌のおいてある場所。必ず所蔵巻号
をクリックして詳細表示の配架場所もチェ
ックすること。

を使ってたどり着いた場合は、雑誌名のリン

②請求記号があるか？
コレが製本雑誌のある場所
を示す記号。頭に「P」がつい
ています。書庫にこの順番で
並んでいます。
請求記号がない雑誌は書庫
中 2 階にタイトルのアルファ
ベット順に並んでいます。

①所蔵巻号を確認。所蔵
巻号をクリックして詳細
を表示。
何巻から何巻まで所蔵し
ているかはココで確認し
ます。
“-”（ハイフン）でつながっ
ている部分は所蔵あり。

配架場所は４パターン

①

書庫 2 階
（和雑誌 製本雑誌）

②
①

書庫 3 階
（洋雑誌 製本雑誌）

P468

P46

＊請求記号があり，配架場所が「書庫」になっている雑誌 （発行からおおよそ 2 年以上たっている雑誌）
→ 製本済。和雑誌は「書庫」（2 階），洋雑誌は「書庫」（３階）に請求記号順に並んでいます。

③

閲覧室 新着雑誌コーナー
（和／洋雑誌 未製本雑誌）

④

書庫 中 2 階
（和／洋雑誌 未製本雑誌）
和雑誌

和雑誌

カウンタ

（一般誌 大学紀要類）

洋雑誌
洋雑誌
＊配架場所が「新着雑誌コーナー」になっている雑誌
（発行からおおよそ 2 年未満の比較的新しい雑誌）
→未製本。OPAC で「新着雑誌コーナー」と表示される
雑誌で新しい巻号は閲覧室に，雑誌名のアルファベット13
順に並んでいます。

各県水産試験
場報告書等
（都道府県別）

＊配架場所が「書庫」で，請求記号がない雑誌
→未製本。OPAC で「書庫」と表示される雑誌は
書庫の中２階に，雑誌名のアルファベット順に並んで
います。

新ゼミ生のための文献検索ガイダンス

Yes
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６ 入手法 その３ 他大学の資料を利用する
６-１ 文献複写依頼 ～ないものは取り寄せよう～
電子ジャーナルで入手できなくて，OPAC で検索しても見つからない場合は，文献複写依頼をしてください。
越中島キャンパスを含め，他の所蔵図書館（他大学図書館，国立国会図書館など，場合によっては海外の図書館）
から該当ページのコピーを取り寄せます。
演習

次の文献の複写を依頼しよう。

中静 透 海岸林と生物多様性 (特集 今後の海岸林再生に向けて)
2020
【申込方法】
① 海洋大図書館 OPAC で検索。
② 所蔵していなかったら，「My Library」もしくは「ログイン」を
クリックし海洋大 ID・PW でログイン。
③ 「利用者サービス」→「文献複写・貸借申込み」をクリック。
④ 著作権の承認画面が表示されたら
にチェックをして
⑤ 必要事項を入力して
をクリック。
⑥ 確認画面で
をクリック。
■蔵書検索をしてからでなく，直接，OPAC 画面トップの「My Library」
や図書館 HP トップ画面の「オンライン申込(My Library)」をクリックし
ても OK。「My Library のすすめ」参照
【受け取り】 複写物が届いたら，メールでお知らせしますので，カウンタ
ーに受け取りにきてください（私費の場合、受取場所は 1 階事務室、現金
引換）。
【どのくらいかかるの？】 費用：約350 円（平均的な 5枚の論文の場合），
日数：平均 4 日

森林技術 (936) 14-17

②
①

③

④

【注意】 公費で依頼する場合は，指導教員と相談のうえ依頼してくださ
い。
遠隔地サービス：大泉ステーションなど遠隔地で研究を続ける東京海洋
大学の方で，原則として 3 ヶ月以上滞在する方は，
現在の所属・滞在先に必要な文献を取り寄せる遠隔地サービスを利用で
きます。詳細はホームページをご覧下さい。
https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/online/remote/

⑤
⑥

申込を確定する

６-２ 紹介状 ～所蔵大学に行って調べる～
実際に見てから複写するかどうか判断したい，また，多数の文献を閲覧したいという場合は，所蔵先の大学等を訪
問する必要があります。しかし，大学によっては学外者に閲覧や複写の制限をしていたり所属大学発行の紹介状持
参が必須であったりします。他大学図書館を訪問したい場合は図書館職員にご相談ください。
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７ 英語でデータベースを検索しよう
Web of Science （ウェブ オブ サイエンス）
※学内のみのアクセス。リモートアクセス可。
特

徴：世界の重要な学術雑誌約 20,000 誌を厳選してデータベース化している。
各文献の引用関係が容易にわかる。
インパクトファクターを調べることができる“Journal Citation Reports” も利用できる。
検索結果を文献管理ソフトに出力することもできる。

収録分野：自然科学，社会科学分野の国際誌及び科学・技術分野の会議録。
収 録 年：雑誌は 1993 年以降，会議録は 1990 年以降。
1) 次のキーワードで検索してみよう。“stem cell*” AND “rainbow trout” （幹細胞＋ニジマス）
複数形や語尾の異な
る語も検索する時は
アスタリスク＊をつ
ける。

フレーズで検索する時
はダブルクォーテーシ
ョン“”で囲む。

「行を追加」をクリックし
て検索条件を追加。

2) 検索結果の絞込みと分析
ドキュメントタイプの
Article にチェックを
入れて絞り込みボタン
をクリックすると論文
だけに絞ることができ
る。

被引用数にすると引
用された回数が多い
順に文献が並ぶ。
論文情報下のリンク
をクリックすると全
文表示。

3) フルレコードの表示

この論文を引用し
た論文の数。
この論文が引用し
た論文の数。

著者によるキーワード。
検索語の参考にしよう。

引用文献が共通す
る論文を検索でき
る。

Keywords Plus
引用文献のタイトルに
頻出する語句から成
るキーワード。検索語
の参考に。
16
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８ ほかのデータベースを検索しよう
８-１ CiNii Research （サイニィリサーチ）
提供機関
国立情報学研究所(NII)
タイプ

ツール紹介

資料形態

データベース

収録年
分野

人文・社会・自然全般

利用環境

フリー

フルテキスト

一部リンクあり

本文の言語

主に日本語

アクセス URL

https://cir.nii.ac.jp/ja

操作マニュアル

https://support.nii.ac.jp/ja/cir/manual_outline

解説

国内学協会発行の学術雑誌・大学等発行の研究紀要の情報だけでなく、外部連携機関、
機関リポジトリ等の研究データ、KAKEN の研究プロジェクト情報などを含めて、横断
検索できます。大学などの機関が公開している「機関リポジトリ」にリンクがあるのも便
利です。
国内の学術論文・研究データを広く検索できるのが特徴。国内の論文・研究データ検索
には欠かせません！

８-２

SciFindern（サイファインダーエヌ）

提供機関
タイプ

Chemical Abstracts
Service (CAS)
論文検索

資料形態

データベース

収録年

1808 年～

分野

化学ほか

利用環境

学内のみ(リモートアクセス可)

フルテキスト

一部リンクあり

本文の言語

主に日本語

アクセス URL

https://scifinder-n.cas.org/

操作マニュアル

https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/doc.html に PDF あり

解説

Chemical Abstracts（ケミカル・アブストラクト）がオンライン仕様になり，さらにさ
まざまな情報が付帯したもの。化学分野の情報のみならず，生命科学，食品科学，物理，
工学，医学，薬理学関係の化学情報を検索できる。文献情報のほか，化学物質・有機化学
反応・市販化学品カタログ・化学物質規制・医学文献情報を収録。
※利用にはユーザ登録が必要です。詳細は下記参照
https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/booksearch/SciFinder

17

新ゼミ生のための文献検索ガイダンス

８-３

MathSciNet（マスサイネット）

提供機関

タイプ

アメリカ数学会
American Mathematical
Society
論文検索

資料形態

データベース

収録年

1940 年～

分野

数学・統計

利用環境

学内のみ(リモートアクセス可)

フルテキスト

一部リンクあり

本文の言語

英語

アクセス URL

https://www.ams.org/mathscinet/

操作マニュアル

https://kw.maruzen.co.jp/ln/ec/ec_ams01.html に PDF あり

解説

Mathematical Reviews をベースにした、数学の外国語文献に関するデータベー
ス。画面が日本語表示できるようになり使いやすくなりました。検索結果から全文へリ
ンクしているものもあります。

８-４

PubMed（パブメド）

提供機関

タイプ

米国医学図書館
U.S. National Library of
Medicine
論文検索

資料形態

データベース

収録年

1949 年～

分野

医学・生命科学・歯学・看護学

利用環境

フリー

フルテキスト

一部リンクあり

本文の言語

英語

アクセス URL

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

操作マニュアル

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3830/
また、『図解 PubMed の使い方』が海洋大品川図書館に所蔵されています。
(請求記号 490.7/A12 資料番号 2012002722)

解説

医学系文献データベース。医学・生命科学に特化しているため，研究テーマがこの分野
に決まっている人にはオススメ。
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８-５

AGRICOLA（アグリコラ）

提供機関

タイプ

米国農学図書館
The National Agricultural
Library
論文検索

資料形態

データベース

収録年

1970 年～

分野

農学など

利用環境

フリー

フルテキスト

一部リンクあり

本文の言語

英語

アクセス URL

https://agricola.nal.usda.gov/

操作マニュアル

https://agricola.nal.usda.gov/help/

解説

検索は，キーワード入力だけでなく，シソーラス用語やトピックをたどっていく方法も
あります。

８-６

Ingenta Connect（インジェンタ コネクト）

提供機関

ingenta

タイプ

論文検索

資料形態

データベース

収録年

1900 年～

分野

人文・社会・自然全般

利用環境

フリー

フルテキスト

一部リンクあり

本文の言語

英語

アクセス URL

https://www.ingentaconnect.com/

操作マニュアル

https://www.ingentaconnect.com/about/help/index

解説

学術文献のデータベース。自然科学だけでなく人文・社会科学分野も収録しているた
め、分野や年代を特定せず広く文献情報を収集したい人にオススメ。
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８-７

AGROPEDIA（アグロペディア）農学情報資源システム

提供機関

農林水産研究情報総合センター

タイプ

書誌・所蔵検索、論文検索

資料形態

データベース

収録年

1970 年～

分野

農学

利用環境

フリー

フルテキスト

一部可能

本文の言語

日本語、英語

アクセス URL

https://www.agropedia.affrc.go.jp/

←AGROPEDIA

Agriknowledge→

操作マニュアル
解説

農林水産研究に役立つ文献情報、論文アーカイブ、研究関連情報等を総合的に提供して
おり、JASI（日本農学文献記事索引）を含め，様々なデータベースの横断検索ができま
す。外部データベース AGRIS（世界の農林水産関係文献）のリンクも掲載してありま
す。
研究機関等の論文や研究成果、画像といったコンテンツを検索する場合にはホームペ
ージから検索システム「AgriKnowledge」を選択してください。

８-８ Google Scholar（グーグルスカラー）
提供機関
Google
タイプ

論文検索

資料形態

ウェブサイト

収録年
分野

人文・社会・自然全般

利用環境

フリー

フルテキスト

一部リンクあり

本文の言語

日本語、英語、その他の言語

アクセス URL

https://scholar.google.co.jp/

操作マニュアル

https://scholar.google.co.jp/intl/ja/scholar/about.html

解説

検索エンジン Google の学術情報版。学術出版社，専門学会，プレプリント管理機関，大
学，およびその他の学術団体の学術専門誌，論文，書籍，要約，記事を検索できます。
（Google Scholar ホームページより）
著者やその所属機関が公開している論文を探せます。検索では，論題などをダブルクォ
ーテーション“”で囲んで，フレーズ検索をすることがポイントです。
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８-９

国立国会図書館（NDL）サーチ

提供機関

国立国会図書館

タイプ

蔵書・書誌検索

資料形態

データベース

収録年
分野

人文・社会・自然全般

利用環境

フリー

フルテキスト

一部リンクあり

本文の言語

日本語

アクセス URL

https://iss.ndl.go.jp/

操作マニュアル

https://iss.ndl.go.jp/help/help.html

解説

国立国会図書館蔵書，公共図書館蔵書，雑誌記事、国立国会図書館(NDL)デジタルコレ
クションなど，多種多様な情報を一括して検索できます。国内の文献探しで困ったとき
にはまずコレで検索してみましょう。

８-１０

国立国会図書館（NDL）デジタルコレクション

提供機関

国立国会図書館

タイプ

蔵書・書誌検索

資料形態

データベース

収録年
分野

人文・社会・自然全般

利用環境

フリー(学内限定サービスあり)

フルテキスト

一部リンクあり

本文の言語

日本語

アクセス URL

https://dl.ndl.go.jp/

操作マニュアル

https://dl.ndl.go.jp/ja/help.html

解説

国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料を検索・閲覧できるサービスです。
古い時代の図書や絵画・地図等を画像データが閲覧できる他、音声・映像資料も利用で
きます。
また、「図書館送信資料」は当館にお申し込みいただくことで閲覧・複写が可能です。
詳しくは図書館 2F カウンターまでお問い合わせください。
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８-１１

J-STAGE（ジェイステージ）

提供機関

科学技術振興機構（JST）

タイプ

論文検索

資料形態

データベース

収録年
分野

自然科学全般

利用環境

フリー

フルテキスト

一部可能

本文の言語

日本語、英語

アクセス URL

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja

操作マニュアル

https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/ForReaders/-char/ja
に PDF あり
国内学協会が発行している学会誌，論文誌の電子ジャーナルプラットフォーム。ジャー
ナルのほか、予稿集が収録されていることが特徴です。

解説

８-１２

CiNii Dissertations（サイニィ ディザテーションズ）

提供機関

国立情報学研究所(NII)

タイプ

論文検索

資料形態

データベース

収録年
分野

人文・社会・自然全般

利用環境

フリー

フルテキスト

一部可能

本文の言語

日本語

アクセス URL

https://ci.nii.ac.jp/d/

操作マニュアル

https://support.nii.ac.jp/ja/cid/quickguide に PDF あり

解説

国内の大学および独立行政法人大学評価・学位授与機構が授与した博士論文の情報を
収録したデータベースです。2015 年 6 月より試験公開されています。
2013 年 4 月学位規則改定により博士論文のインターネット公開が義務化されたた
め、これ以降に登録された博士論文は本文を閲覧することが可能です。
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８-１３ 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）
提供機関
国立情報学研究所(NII)
タイプ

論文検索

資料形態

データベース

収録年
分野

人文・社会・自然全般

利用環境

フリー

フルテキスト

一部リンクあり

本文の言語

主に日本語

アクセス URL

https://dev.irdb.nii.ac.jp/

操作マニュアル

https://support.irdb.nii.ac.jp/ja/about に PDF あり

解説

Institutional Repositories DataBase、略して IRDB。
国内の機関リポジトリに搭載された学術情報を横断的に検索できる、リポジトリのポー
タルサイト。紀要論文や学位論文を検索するときにオススメです。

８-１４ オープンアクセス（OA）リソース集
提供機関
オープンアクセスリポジトリ
推進協会(JPCOAR)
タイプ
ツール紹介
資料形態

リンク集

収録年
分野

人文・社会・自然全般

利用環境

フリー

フルテキスト

一部リンクあり

本文の言語

日本語

アクセス URL

https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/page/147

操作マニュアル
解説

JPCOAR による、世界中のリポジトリを活用した OA 学術情報を利用するための様々
なサービスを紹介するページ。
論文だけでなく、教材や図書のサイトも紹介されている。
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９ 論文入手・管理に役立つツール
※これから紹介するツールでは、ほとんどの説明が英語で書かれています。ご了承ください。
９-１

論文入手に役立つツール

１） Unpaywall
タイプ
OpenAccess 文献案内
ツール形態

ブラウザ拡張

アクセス URL

https://unpaywall.org

操作マニュアル

https://unpaywall.org/faq

利用環境

フリー

解説

出版社サイト上の雑誌論文のページ
から、機関リポジトリやプレプリント
サーバ等に著者が搭載した論文本
文へ繋いでくれるブラウザ拡張
対応ブラウザ： Firefox/Chrome
リポジトリやプレプリントサーバ等に搭載された論文の場合、出版社版（最終版）と異なる
版であることが多く、一部の表現等が異なっています。
そのため、自分の論文で引用・参照したい場合は、文献複写の取り寄せを依頼（テキスト
p,15）するなどして、必ず出版社版を閲覧して、引用・参照するようにしてください。

注意事項

２） EndNote Click
タイプ
OpenAccess 文献案内
資料形態

ブラウザ拡張

アクセス URL

https://kopernio.com/

操作マ ニ ュ ア https://www.usaco.co.jp/
ル
endnote/kopernio.html
利用環境
フリー
解説

出版社サイト上の雑誌論文のページから、機
関リポジトリやプレプリントサーバ等に著者
が搭載した論文本文へ繋いでくれるブラウ
ザ拡張
対応ブラウザ： Chrome, Firefox, Edge and Opera

注意事項

利用開始時にユーザ登録が必要。
単体で使用するよりは、EndNote Online (basic) と組み合わせて使用した方が使い
やすい。
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３） ＯＡ Helper
タイプ
OpenAccess 文献案内
資料形態

ブラウザ拡張/デスクトップアプリ

アクセス URL

https://www.oahelper.org/

操作マニュアル

https://www.oahelper.org/
features/
フリー

利用環境
解説

注意事項

出版社サイト上の雑誌論文のページか
ら、機関リポジトリやプレプリントサーバ
等に著者が搭載した論文本文へ繋いでく
れるブラウザ拡張
対応 OS：iOS, Mac OS
対応ブラウザ： Chrome, Firefox,
iOS/Mac OS 版とブラウザ拡張版で微妙に使い方が異なるので、要注意

４） Researcher
タイプ
論文リーダー
資料形態

モバイルアプリ/ブラウザアプリ

アクセス URL

https://www.researcher-app.com

操作マニュアル

アプリ内 “help” より

利用環境

フリー

解説

新着論文/記事のお知らせがほしい雑誌を
選ぶと、スマホ/タブレットに新着通知が届
くので読み逃しを防ぐことができる。
対応 OS：Android/iOS
※公式 HP よりブラウザ版も利用可
利用開始時にユーザ登録が必要。
また、所属機関登録画面の選択肢に海洋大がない。所属キャンパスに応じて水産大（品川）
/商船大（越中島）を選ぶか、 "Other" を選んでください。

注意事項
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５） CORE Discovery
タイプ
OpenAccess 文献案内
資料形態

ブラウザ拡張/デスクトップアプリ

アクセス URL

https://core.ac.uk/services/
discovery
https://current.ndl.go.jp/
node/39675
フリー

操作マニュアル
利用環境
解説

出版社サイト上の雑誌論文のページか
ら、機関リポジトリやプレプリントサーバ
等に著者が搭載した論文本文、または類
似の論文へ繋いでくれるブラウザ拡張
対応ブラウザ： Chrome, Firefox,Opera

注意事項

南京錠ボタンの色がオレンジ色の場合、探している論文の OA 版ではなく類似または関
連する論文に誘導されているので、注意が必要。

【memo】
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９-２

論文管理に役立つツール

１） Zotero
タイプ

論文管理

資料形態

ブラウザ拡張＋デスクトップアプリ

アクセス URL

https://www.zotero.org/

操作マニュアル

https://www.zotero.org/
support/ja/quick_start_guide
フリー

利用環境
解説

注意事項

文献DB や電子ジャーナルに用意さ
れている Zotero 用のデータ出力
ボタン、論文 PDF ファイル、または
BIBTeX 形式他、各種データから
登録することができる。
個別の論文や図書だけでなく、web ページを保存することもできるので、関係省庁のガ
イドラインなどを参考文献として保存しておきたい場合にも便利。
対応ＯＳ：Windows/Mac/Linux
対応ブラウザ：Firefox/Chrome/Safari/Edge
2 台以上の端末で使用する場合は、会員登録が必要
（1 台の端末のみで使用する場合は、会員登録は不要）

２） Mendeley
タイプ
論文管理
資料形態

ブラウザ拡張＋デスクトップアプリ

アクセス URL

https://www.mendeley.com/

操作マ ニ ュ ア https://www.mendeley.com/
ル
guides
利用環境
フリー
解説

注意事項

文献 DB や電子ジャーナルに用意さ
れている Mendeley 用のデータ出
力ボタン、または、BIBTeX 形式他、
各種データから登録することができ
る
対応ＯＳ：Windows/Mac/Linux/Ubuntu/Debian
対応ブラウザ：Firefox/Chrome/Edge
ログイン・登録画面の「You can also sign in via your institution,...」より、機関ログ
インできるが、残念ながら本学では機関版を契約していないため、【機関ログインしても個
人版としての利用】となる。
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■雑誌論文／記事をさがすおすすめサイト
このテキストで紹介しているデータベースは，図書館ホームページに掲載されています。
文献をさがすときは、このページを起点に！

【編集・発行】東京海洋大学 学術情報課 情報サービス第一係
(東京海洋大学 品川キャンパス図書館)
Tel:03-5463-0444 Fax:03-5463-0445
E-mail: jo-joho1@o.kaiyodai.ac.jp
URL https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/
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