究に
研
・
調査 立つ !
役

雑誌記事索引データベース

使い方ガイド

まずは使ってみよう！ 〜基本の使い方〜

「簡易検索」の使い方
検索の方法は３種類。「簡易検索」「詳細検索」「図版検索」です。
「簡易検索」は、ざっさくプラスのなかに含まれている全てのデータのうち「記
事タイトル／論題」と「著者名」を AND 検索します。
例えば、「渋沢栄一」で検索した場合、「渋沢栄一について書かれた記事や論
文」と「渋沢栄一が書いた文章」を同時に検索します。
「まずはテーマに関わる記事や論文を、網羅的に探したい」という場合は、
「簡
易検索」を使いましょう。
検索ボックスにキーワードを入れて、「検索」ボタンを押します。
CiNii と連携検索をする場合は、チェックボックスをオンにします。

「検索結果画面」の見方
❸

❷

❶ 検索結果は刊行年で昇順に表示されます。
❷ グラフが表示されます。縦軸はヒットした記事数、横軸は書か
れた年を表します。データの出典により、グラフの色が異なります。
ざっさくプラス独自データは緑色のグラフで表示されます。グラフ
をクリックすると、該当する年の記事の一覧ページに遷移します。
❸ グラフ上部の、年号部分の両端にあるバーを動かすと、グラフ

❹

の年代範囲を絞り込めます。
❹ 色のアイコンをクリックすると、そのデータベースのグラフが消
えます。❷・❸と組み合わせるとスムーズに絞り込みができます。

❶

❺

また、右端のアイコンをクリックすると、グラフの画像をダウ
ンロードすることができます。
❺ 右側の空欄にチェックを入れてぺージ下の〔選択した記事をダ
ウンロード〕を押すと .csv データがダウンロードできます。
〈記事名の前のマークから、データの出典がわかります〉
＝ CiNii Articles（赤いグラフ）
＝ NDL デジタルコレクション（灰色のグラフ）
＝ J-STAGE（桃色のグラフ）
＝朝鮮語雑誌（黄色のグラフ）
＝ 20 世紀メディア情報データベース（紫のグラフ）
＝ Fujisan.co.jp（水色のグラフ）
※無印は独自データおよび NDL 雑誌記事索引データ

「記事情報」の見方
記事タイトルをクリックすると、詳細情報画面が開きます。
詳細情報画面では、掲載誌や刊行年月日の他、ページ数や出版社を
確認できます。
この情報を元に、掲載誌を探しましょう。
（8 ページ目参照）
CiNii Articles や J-STAGE 由来の記事には、本文を閲覧できる
場合もあります。
また、国立国会図書館（NDL）のデジタル化資料送信サービスや
遠隔複写サービスを利用して本文を入手することもできます。
（NDL への利用者登録が必要です）
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いろいろな検索をしてみよう！ 〜詳細検索・図版検索〜
「詳細検索」の使い方

論題に「渋沢栄一」を含む
検索結果 4,766 件

人名編

テーマが具体的になってきたら、「詳細検索」を使っ
てみましょう。前のページで検索した「渋沢栄一」を、
「論題」と「著者名」で分けて検索してみます。
グラフからは、作家の執筆の旺盛だった時期や、研究
動向を、視覚的に把握することができます。
※筆名や別名の有無に注意しましょう。

「詳細検索」の使い方

著者名「渋沢栄一」の
検索結果 3,079 件

事項編

検索キーワードは人名だけではありません。例えば「オリンピック」

「詳細検索」の使い方

雑誌編

「雑誌名」を指定し、その雑誌に掲載された記事・論文を検索す

で検索してみます。

ることもできます。

初出は 1911 年です。オリンピックの日本での開催が決まった年や、

例えば、「婦人公論」に掲載された記事を調べたい場合には、「雑

開催した年には、多くの記事が書かれています。

誌名」欄に「婦人公論」と入れて検索します。

同時に「五輪」でも検索してみます。「五輪書」「五輪塔」などのノイ

戦前期と戦後の一時期は、ざっさくプラス側で NDL 雑誌記事索

ズを除いていくと、「オリンピック」が「五輪」と表記され始める時

引の空白を補充しているので、以下のようなグラフになります。

期に見当をつけていくこともできます。

※簡易検索で「婦人公論」を調べると「婦人公論」をタイトルに

このように、様々な事項の検索から、注目された時期や、言葉の初出・

含む記事を探してしまうので要注意。これは他の DB でも同様

変遷を考えることもできます。

です。

「オリンピック」
の検索結果 11,240。
独自の類語辞書で
「オリムピツク」
もヒットします。

「五輪」の検索結果 7,465。

「婦人公論」の検索結果

「図版検索」の使い方
図版検索では「図版や写真がついていそう」な記事を検索すること
ができます。ここでは「夏目漱石」を検索しています。
単比な検索では膨大な検索結果がでますが、この機能を使えば、図
版がありそうな検索結果を、ある程度絞りこむことができます。参
考図や写真などを引用したいときに、この検索を使うと便利です。

「夏目漱石」の結果 9,570 件から、273 件まで絞り込める。

※独自に構築した類語辞書により、本名の「夏目金之助」もヒットします。
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本文を入手しよう！ 〜所蔵館をさがす〜
読みたい記事・論文が決まったら、所蔵館を探して入手しましょう。まずは所属する大学図書館や最寄りの公共図書館を探します。
所蔵がなければ、所蔵している機関に相互貸借を頼んだり、国立国会図書館に複写依頼をしたりします。

CiNii Books で探す
CiNii Books は、国立情報学研究
所（NII）が提供する学術情報デー
タベース。全国の大学図書館が所蔵
する本・雑誌の情報を検索できます。
ざっさくプラス詳細画面の「書誌所
蔵情報」欄から、CiNii Books の
検索結果画面に遷移して、所蔵情報
を調べます。
探している巻号の所蔵をしっかりと
確かめ、各施設に出向いたり、取り
寄せたり、遠隔複写を依頼したりし
て文献を入手しましょう。

NDL ONLINE で探す
NDL ONLINE は、国立国会図書
館（NDL）が提供するデータベー
ス。NDL の所蔵資料を検索でき
ます。
このうち、NDL 雑誌記事索引の
データ提供を受けています。
『雑誌記事索引』データの場合、
ざっさくプラス詳細画面の論
題 の 下 に「 こ の デ ー タ を NDL
ONLINE で閲覧する」というリ
ンクが表示されます。遷移先で詳
細を確認し、遠隔複写等のサービ
スに進むことができます。
（NDL への利用者登録が必要です）

20 世紀メディア情報データベースで探す

プランゲ文庫は、米国メリーランド大学が所蔵す
る、占領期検閲の活字メディアの一大コレクショ
ンです。「20 世紀メディア情報データベース」は、
早稲田大学名誉教授・山本武利先生が創設した、
このプランゲ文庫の索引データベースです。詳細
画面の「請求記号」欄からは NDL ONLINE に、
「書誌所蔵情報」欄からは CiNii Books に遷移し
て現物を探します。
第二次世界大戦以後、日本を占領した連合軍総司
令部（GHQ）は、新聞、雑誌、図書は勿論、放送、
映画、演劇、郵便にいたるまであらゆる種類のメ
ディアを対象に検閲を行いました。検閲終了後、
これらの資料の歴史的重要性を認識し、大学への
移譲に尽力したプランゲ博士の名前を冠し「プラ
ンゲ文庫」と名付けられました。これは占領軍に
よる検閲の実態や、占領下の日本社会の変化を、
当時の出版物から見ることができる重要なコレク
ションであり、雑誌の場合、国立国会図書館でも

（提供：NPO 法人インテリジェンス研究所）
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約 2 割のタイトルしか所蔵していません。

NDL デジタルコレクションで探す
NDL デジタルコレクション（デジコレ）は、2014 年度に公開された、NDL のデジタル化資料の検索・閲覧サービスです。
ざっさくプラスではこのサービスと連携しつつ、さらに粒度の粗い目次情報を補完する事業を行なっています。
結果、無償で公開されているデジタルコレクションのデータでも、ざっさくプラスから探した方が、より詳しい検索結果が得られるように
なりました。

詳細画面からデジコレの検索結果へ遷移できます。国会図書館内で
閲覧、複写を行なったり、遠隔複写サービスを利用したりして、記
事を入手しましょう。
「電子資料送信サービス」参加館では、画面
上で誌面を見ることもできます。（NDL への利用者登録が必要です）

デジコレ内の『東亞の光』1 巻
1 号（1906 年）の目次。「誰が」
「何を」書いたのかが索引化さ
れていません。

「東亞の光」本文もくじページ
目次収集・
データの入力
と紐付け

搭載

同じ雑誌を

30

検索すると

件が

H I T！

『東亞の光』１巻１号の検索結果一覧。「〈詞藻〉
幽韻・詩」も含め全記事タイトル 30 件がヒッ
ト。これらの記事はデジコレ内の検索機能では
ヒットしません。

実際の目次にはこれだけの情報が
9

Fujisan.co.jp で探す

（提供：株式会社富士山マガジンサービス）

Fujisan.co.jp は、日本最大級の雑誌オンライン書店です。2002 年のサービス開始以来、1 万誌以上の雑誌を取り扱っており、サイト上には
版元から提供された目次データが掲載されています。ざっさくプラスは、運営会社の富士山マガジンサービスよりデータ提供を受けています。
趣味雑誌や生活情報誌を中心に、徐々に目次を搭載しています。
ざっさくプラス詳細画面「雑誌購入」欄から、Fujisan.co.jp に遷移すると、掲載誌の目次や書影を確認でき、購入することもできます。
※共有のパソコンの場合は、個人情報の取り扱いにご注意ください

画面上で本文を閲覧する― Web 版日本近代文学館『太陽』
2019 年 1 月から、ジャパンナレッジの JKBooks「Web 版日本近代文学館『太陽』」との連携を開始しました。ざっさくプラスと Web 版日
本近代文学館『太陽』の双方を契約されている場合、ざっさくプラスの検索結果から、『太陽』の本文ページへ、ダイレクトに遷移することが
できます。
雑誌『太陽』は、明治 28 年（1895）1 月から昭和 3 年（1928）2 月にかけて、博文館から刊行されていた総合雑誌です。全 34 巻 531 冊、総ペー
ジ数は約 17 万 5000 ページに及びます。政治・軍事・経済・社会のみならず自然科学全般・文学・風俗の分野に、6500 人もの執筆者が名を
連ねます。
ざっさくプラスは、各種の目録類から採録した、部分的な『太陽』の目次を搭載していましたが、総目次は搭載していませんでした。今回、日
本近代文学館、八木書店からこれらの目次データの提供を受けてざっさくプラスへ搭載するとともに、詳細画面から１クリックで本文へとアク
セスできるようになりました。

（提供：株式会社ネットアドバンス）

※従来の「目録」由来のデータが並存しているため、同じ記事に対して２つの異なる書誌が存在している場合があります。あらかじ
めご了承ください。
※従来の「目録」由来のデータのリンク先は、
『太陽』創刊号です。遷移後の画面で、改めて巻号を指定して本文を閲覧してください。
※ジャパンナレッジについて
https://japanknowledge.com/library/aboutlib.html
※ JKBooks について
https://japanknowledge.com/library/jkbooks.html
※ Web 版日本近代文学館『太陽』について
https://japanknowledge.com/contents/taiyo
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