
　授業やゼミである課題が出た。そうした場合に自分の課題や研究テーマに沿った論文や図書を集め先
行研究について調べることが大切です。図書から得られる情報も有用ですが、それだけでは資料が足り
ない場合があります。また、図書には出てこないようなテーマでも、雑誌論文記事の中で扱われている
ことがあります。そうした場合に、論文の引用（参考）文献を芋づる式にたどってみたり、テーマに関
連する雑誌の目次を追っていくのもひとつですが、必要な記事を効率的にさがすには、論文情報のデー
タベースが有効です。また、少し古い論文や専門的な分野の雑誌に掲載された論文をさがしたい時は、
冊子体の雑誌記事索引も利用できます。

雑誌論文入手までの流れ雑誌論文入手までの流れ

論文が掲載されている雑誌名・巻号が
わかっている

文　献　入　手

雑誌名から CHOIS を検索
※論文名や著者名ではさがせない

配架場所・請求記
号を確認して、
雑誌をさがす

電子ジャーナルを
検索
★第 7 章参照

CiNii Books 等で学外の所蔵を
調べる
★第 2 章参照

学外の図書館資料を利用する
・文献複写の取り寄せ
・紹介状の発行を受けて訪問
★第14 章参照

雑誌記事索引データベースなどを
検索し、読みたい論文が掲載され
ている雑誌名・巻号を確認する

はい

あり なし

あり

なし

いいえ ・国立国会図書館雑誌記事索引
・CiNii Articles
・magazineplus
・Web of Science など
★本章参照

・洋雑誌・新聞は電子ジャーナル
　を利用できる場合がある
・「大学紀要」は CiNii Articlesで
　全文が入手できる場合がある
・日経 BP 社・東洋経済新報社の
　雑誌は電子ジャーナルを利用で
　きる
・インターネット上に無料で公開
　されていないか、検索エンジン
　で検索

第 6章　雑誌論文のさがし方第 6章　雑誌論文のさがし方

― 19 ―



① 　CiNii（サイニイ）Articles Free
<https://ci.nii.ac.jp/>
国立情報学研究所（NII）提供。国内の大学

等で発行された紀要や、学協会発行の学術雑誌
を検索できます。一部の論文は引用情報をた
どったり、本文の参照が可能です。国立国会図
書館の雑誌記事索引も収録しています。

② 　magazineplus V

日外アソシエーツ提供。国立国会図書館の雑
誌記事索引に加えて、経済誌、大衆誌、海外企
業誌、学会年報、図書形態の学術論文集などを
収録しています。

③ 　大宅壮一文庫雑誌記事索引 Web OYA-bunko V

大衆娯楽誌、風俗誌の雑誌専門図書館である
大宅壮一文庫が所蔵する雑誌の記事情報を、明
治時代から現在まで検索できます。

※冊子体も所蔵しています。（6 ─ 4 ①参照）

④ 　雑誌記事索引集成データベース　ざっさくプ
ラス（皓星社） V

明治初期から現在までに日本で発行された雑
誌記事を検索できます。冊子体の『明治・大正・
昭和前期　雑誌記事索引集成』〔M027.5/I83 中
央〕を基に作成されました。データベースは完
全ではなく、追加入力作業中です。さらに、国
立国会図書館の「雑誌記事索引」および『地方
史文献年鑑』〔M210.03/I28〕などのデータも収
録しています。

⑤ 　国立国会図書館雑誌記事索引 Free
<https://ndlonline.ndl.go.jp/>
国内で 1948 年以降に刊行され、国立国会図書館

が収集・整理した雑誌の内、約 23,000 誌に掲載さ
れた記事情報をデータベース化したものです。CiNii 
Articlesにも収録されていますが、同館の検索システ
ムであるNDL ONLINEを通して検索できます。

① 　学術研究データベース・リポジトリ：NII-DBR Free

<https://dbr.nii.ac.jp/>
国内の学会、研究者、図書館等作成の学術的

なデータベースを国立情報学研究所が公開する
サービスです。経済学文献索引データベース、
日本独文学会文献情報データベース、社会学文
献情報データベースなど様々な専門分野のデー
タベースを個別にも複数同時にも検索できま
す。

② 　法律判例文献情報〔M320.98/ H89〕
昭和 56（1981）年以降に発売された、法律新

刊図書、法律専門雑誌、研究紀要・論文、判例
情報誌、新聞の法律判例関係論文・対談等を対
象として検索できます。冊子体とデータベース
があり、データベースは D1-Law.com　第一法
規法情報総合データベースから利用可能です。

③ 　医中誌 WEB

医学中央雑誌刊行会が作成する国内医学文献
データベース。日本国内で刊行される医学・薬
学・歯学および看護学・獣医学などの関連領域
の論文情報を収録しています。JAIRO の収載
の機関リポジトリ本文へのリンクもあります。

④ 　JDream Ⅲ V

国内外の科学技術・医学に関する学術論文記
事などの文献情報を検索できます。

⑤ 　国文学論文目録データベース Free
<https://base1.nijl.ac.jp/˜rombun/>
国文学研究資料館提供。日本文学研究論文の

総合目録データベースです。明治 21 年以降、
国内で発表された雑誌紀要単行本（論文集）等
に収められた論文情報を掲載しています。

6 − 1　国内の雑誌記事索引

6 − 2　専門分野ごとの雑誌記事索引
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⑥ 　教育研究論文索引 Free
<https://nierlib.nier.go.jp/?page_id=108/>
国立教育政策研究所教育研究情報センター教

育 図 書 館 が 提 供 す る デ ー タ ベ ー ス。1969 ─
1970，1980 年度以降のデータを検索できます。
未収録の期間については冊子体の「教育索引」、

「教育研究論文索引」をご覧ください。

⑦ 　身装文献データベース Free
<http://htq.minpaku.ac.jp/databases/mcd/
publications.html>
国立民族学博物館提供。「服装関連日本語雑

誌記事（カレント）1967 ─」「服装関連日本語
雑誌記事（戦前編）1880 ─ 1945」「服装関連外
国語雑誌記事 1930 ─ 1980」「服装関連日本語図
書 1868─」「服装関連外国語民族誌」で構成。

⑧ 　社会労働問題アーカイブス Free
<https://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/archives/>
法政大学大原社会問題研究所が提供する社会

労働関係文献のアーカイブです。

⑨ 　日本民俗学文献目録データベース Free
<http://www.rekihaku.ac.jp/up-cgi/login.pl? 
p=param/ni2/db_param>
国立歴史民俗博物館提供。1985 年以降の民

俗学および関連する諸分野の論文を収録してい
ます。国立歴史民俗博物館では、ほかにも日本
の歴史・文化研究に資するデータベースを公開
しています。
「データベースれきはく」
〈https://www.rekihaku.ac.jp/doc/t-db-
index.html〉

① 　Web of Science V  学認  

Clarivate Analytics 社（旧トムソンロイター）
が提供する引用文献情報データベース。キー
ワードなどから文献を検索できる他、論文の引
用関係がわかり、関連する文献をたどっていく
こ と が で き ま す。「Science Citation Index 
Expanded（自然科学分野）1981 ─ 」「Social 
Sciences Citation Index（社会科学分野）1999 ─」

「Arts & Humanities Citation Index（芸術・人
文学分野）1999 ─」を中心としたファイルから
なります。他に、会議、セミナー、ワークショッ
プ、学会および総会・大会等で発行された文献
情報を入手できる「Conference Proceedings 
Citation Index-Science（CPCI-S）1990─」等も
含まれています。

② 　MLA International Bibliography V  学認

Modern Language Association of America 提
供の言語学、文学、民俗学関係に関する学術文
献のデータベース。1920 年代以降の雑誌、モノグ
ラフ、ワーキングペーパー、会議録などから記事
情報を収録しています。

③ 　EconLit V  学認

American Economic Association による各国
の経済学に関連する文献索引データベース。
1886 年以降の雑誌、会議録、論文集に掲載さ
れた記事、書評、調査報告書等の情報を収録し
ています。

④ 　ProQuest  ABI/INFORM V  学認

主に 1910 年代以降のビジネス・経営関係の
記事を検索できます。一部の記事は全文の閲覧
が可能です。

⑤ 　PAIS V  学認

各国の公共政策、社会政策に関連する文献索
引データベースです。雑誌、書籍、会議録、統
計資料、調査報告書、政府資料等の情報を 
1915 年より検索できます。

⑥ 　Readers’ Guide to Periodical Literature V  学認

米国の基本的な雑誌記事索引。1983 年以降
の米国・カナダで刊行された 450 誌以上の一般
雑誌から記事情報を収録。時事問題、政治、経
済、教育、スポーツ、歴史、科学など、広い主

6 − 3　海外の雑誌記事索引
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題範囲をカバーしています。冊子体もあります。
（6 − 5 ①参照）

⑦ 　LISTA（Library, Information Science & 

Technology Abstracts） Free  V  学認

<http://www.libraryresearch.com> からも
無料で利用可能。

EBSCO が提供する図書館情報学、情報科学
分野の二次情報データベース。700 誌以上の雑
誌、会議録等から、論文記事、研究報告、会議
録等の文献情報を 1960 年代半ば以降から収録
しています。

⑧ 　ingentaconnect Free

<https://www.ingentaconnect.com/>
さまざまな分野の洋雑誌の目次データが検索

できます。目次の検索のみは無料です。全文デー
タの利用および文献取り寄せサービスについて
は、本学図書館では契約しておりませんが冊子
購入中の一部タイトルについては、本文を利用
できる場合があります。

⑨ 　PubMed Free

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>
米国国立医学図書館が提供する MEDLINE

や生化学関係の文献検索データベースです。
一部の論文は全文の閲覧が可能です。

⑩ 　ERIC Free

<https://eric.ed.gov/>

米国教育省機関が提供する教育関係の文献
データベースです。一部の論文は全文の閲覧が
可能です。

⑪　CNKI（中国学術文献オンラインサービス） Free  V
<http://gb.oversea.cnki.net/>
中国（台湾・香港・マカオを除く）で発行さ

れている学術雑誌、重要な新聞、学位論文、学
術学会論文の検索を行うことができます。

学術雑誌の CAJ（1994 年以降）では「文学・
歴史・哲学・法律」分野、CJP（1993 年以前）
では「文学・歴史・哲学・経済管理科学」分野
の本文を学内で閲覧できます。

⑫ 　KISS：Koreanstudies information service system V

韓国の学会・研究所が発行する 3,000 種以上の
刊行物を収録し、創刊号から最新号までを提供す
るデータベースです。人文・社会・語文・芸術・体育
雑誌 1,271 誌の本文利用が可能です。朝鮮日報、東
亜日報の目次情報も提供。

⑬ 　Criminal Justice Abstracts V  学認
刑事・司法、犯罪学及びその関連分野に関す

る世界各国で出版された雑誌などを収録する文
献索引（要旨も含む）データベースです。

⑭ 　The Wellesley index to Victorian Periodicals 1824ｰ1900

英国ヴィクトリア朝時代の主要雑誌の索引。
多くのペンネームや匿名で書かれた記事の著者
を特定していることが特徴です。

①　 大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録　明治─ 1995 
〔M039/O95　参考〕
大宅文庫の明治から現在までの雑誌を人名

編、件名編に分けて収録した索引総目録です。
データベース版もあります。（6 ─ 1 ③参照）

②　 ビジネス誌記事索引　81/87 
〔M027.5/B42　参考〕

企業・団体編、人物編、ニュース・事件編の
3 部に分編収録されています。

③　 総合誌記事索引　81/87 ─ 2004/2006 
〔M027.5/N71　参考〕
国内の代表的な総合誌の記事を調べることがで

きます。81/87と87/94 は②と同様に 3 部に分編収
録されています。

6 − 4　冊子体の雑誌記事索引（国内）
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④ 　週刊誌記事索引　81/87〔M027.5/Sh99　参考〕
②と同様に 3 部に分編収録されています。

⑤　 学会年報・研究報告論文総覧
45/90 ─ 2003/2009、2010 ─ 2016〔1〕

〔M027.5/N71　参考〕

⑥　 政府定期刊行物目次総覧　〜昭和 60、2008 
〔M027.5/Se17　参考〕

⑦　 全国短期大学紀要論文索引 
1950─1979、1980─1984、1985─1987、1989─1991 

〔M027.5/To72　参考・中央〕

⑧　 近代婦人雑誌目次総覧 
〔M051.6/Ki42　中央〕

⑨　 日本史関係雑誌文献総覧　明治〜昭和 56 年 
〔M210.03/Ko53　参考〕

⑩　 日本における東洋史論文目録 
明治〜昭和 37 年〔M220.03/To92　参考〕

⑪ 　社会科学論文総覧
　　明治〜昭和 22 年〔M303.1/Sh12　参考〕

⑫　 最高裁判所図書館邦文法律雑誌記事索引 
1957─ 2004〔M320.5/Sa21　参考〕
冊子体は 2004 年版で刊行中止。以降は最高

裁判所図書館蔵書検索システム Free <http://
www.courts.go.jp/saikosai/tosyokan/> で公開
されています。

⑬　 法律関係雑誌記事索引 
〔M320.3/H83　参考〕1945 ─ 2003
冊子体は 2003 年版で刊行中止。法務図書館

検索ページ Free <http://opac.library.moj.
go.jp/> で公開されています。

⑭　 法律判例文献情報 
〔M320.98/H89　参考・雑誌コーナー〕1981 ＋

一般雑誌および新聞掲載署名論文と図書の情報
からなる〔文献編〕と判例索引の〔判例編〕からなっ
ています。データベース版もあります。（6 ─ 2 ②参照）

⑮　 月刊雑誌記事索引：Joint ─ A：経済編 
1985 ─ 1995〔Z33/J62：31　中央・経済研〕 
月刊雑誌記事索引：Joint ─ B：産業・企業編 
1985 ─ 1995〔Z33/J62：32　中央・企業研〕
1979 ─ 1981 は雑誌記事索引：経済・産業編と

して刊行されました。〔Z33/Z　経済研・企業研〕

⑯　 経済産業誌記事索引：Joint 累積版 
80/84〔M330.3/Ke29　参考〕
⑮の累積版です。

⑰　 経済学文献季報　1（1956）─ 177（2000） 
〔Z33/K120　中央〕
データベース版の「経済学文献索引データ

ベース」が学術研究データベース・リポジトリ
（NII-DBR） Free <https://dbr.nii.ac.jp> で提
供されています。冊子体の終刊に伴い、今後デー
タの更新予定はありません。

⑱　 教育関係雑誌目次集成 
第 1 期─第 4 期（明治〜昭和戦前期）

　　〔M370.5/Ky4　中央〕

⑲　 民俗学関係雑誌文献総覧 
〔M380.3/Ta59　参考〕

⑳　 環境記事索引（週刊地球環境情報別冊） 
1992 ─ 1995〔M519.5/Ka56　中央〕

㉑　 近代雑誌目次文庫／国語・国文学
　　明治〜昭和 64 年〔M027.5/Ki42　参考・中央〕

㉒　 近代雑誌目次文庫／社会学
　　明治〜平成 13 年 6 月〔M027.5/Ki42　中央〕

※個別テーマごとの参考資料一覧は
　12 章も参照してください。
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6 − 5　冊子体の雑誌記事索引（海外）

①　 Readers’ guide to periodical literature 
24（1963/65）─ 68（2008） 

〔M051/R28　参考・中央〕
英文雑誌記事索引では最も一般的なもので

す。執筆者名と主題から検索ができます。デー
タベース版もあります。（6 ─ 3 ⑥参照）

②　 Bibliographie der deutschen  

Zeitschriftenliteratur mit Einschluss von 

Sammelwerken   

1896 ─ 19 64〔M016/B58　中央〕
独文雑誌の記事索引で、1965 年以降は③の

雑誌記事索引に併合されています。

③　 Internationale Bibliographie der  

Zeitschriftenliteratur aus allen Gebieten 

des Wissens（IBZ）1965 ─ 1971 
〔M016/I61　中央〕
ドイツ語の件名で世界の雑誌論文を探す書誌

で、人名索引もついています。英語、フランス
語からもドイツ語の件名にあたれるようになっ
ています。

この他にも、さまざまな主題の雑誌記事索引
がレファレンス・ルームにありますので、利用
してください。

とりわけ、法学関係で、欧文の雑誌記事を検
索するには、下記の資料が有効です。

④　 Index to legal periodicals. Cumulation.  

1926 ─ 1994〔Z01/I10　中央・比較法研〕

⑤　 Index to legal periodicals & books. 

Cumulation 1994 ─ 2017 
〔Z01/I11　中央・比較法研〕
Web 版の利用も可能です。（9 ─ 1 ㉓参照）

⑥　 Index to foreign legal periodicals. 

Cumulation 1960 ＋〔Z01/I08　中央〕
Web 版の利用も可能です。（9 ─ 1 ㉔参照）
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