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本日の講義内容[演習]
1. 前回までのおさらい

• 学術情報の生産サイクル

• 図書・雑誌の違い

• データベースについて

2. 本日の演習課題のポイント解説
• 課題1-4について

• 課題全体について

3. 演習時間
• 講義時間中はチャットにて質問を受付いたします

• 演習課題のファイルはPandAからダウンロードしてください

• 演習後、一人一分間程度で課題成果を発表



研究

発見

論文執筆

査読論文発表

概論定着

図書出版

• 図書等から得た事実を基に研究
• 研究活動を通して発見
• 発見を論文として執筆
• 論文を雑誌に投稿、専門家による
査読を受ける

• 雑誌に掲載、最新成果として発表
• 論文を雑誌・新聞等で多くの人が
読みさらに検証が加えられ、概
論・基礎として定着

• 定着した事実は図書として出版

学術情報の生産サイクル



図書と雑誌の違い

図書 概論・基礎として既に定着した事実が書かれている

初学者が学ぶ手段として最適

反面、情報としては古い

雑誌 最新の事実を伝え、普及させるための手段

図書より速報性がある

⇒
研究の上では、図書からの情報収集だけではなく、

雑誌・新聞等から情報収集することも重要

本日の演習のテーマです



Q. 雑誌論文・新聞記事をさがすには？

A.データベースを活用しましょう

データベースとは？
特定のテーマに沿ったデータを収集し、メタデータを付与することに
よって検索ができるようにしたもの。

メタデータとは？
データの「説明書き」。データそのものではなく属性や関連情報が記述
されている。検索のためには不可欠。

具体例）書誌情報（著者名、表題等）、SNSの「タグ」



京都大学で使えるデータベース一覧

「京都大学データベースリスト」で検索
※DB利用の際にはブラウザのプラグインを利用すること



京都大学データベースリストの見方

下線部左から順に…

• 同時アクセス数
• 収録年代
• 更新頻度
• データタイプ
• 分野



本日の演習課題

設定したテーマに沿って京大に在籍する教員
を1人選び、下記のデータベースを利用して
研究業績を調査せよ。
※京大に適当な教員がいなければ、他大学の教員でも構わない

研究者情報

•京都大学教育研究活

動データベース

• researchmap

• KAKEN

雑誌論文

• CiNii Articles

• Web of Science 

Core Collection

新聞記事

•聞蔵IIビジュアル

•毎索

•ヨミダス歴史館

•日経テレコン



課題１：研究者の氏名・現職

氏名 金子 周司

現職 薬学研究科／薬学専攻病態機能解析学講座／教授

参照元 京都大学教育研究活動データベース

URL https://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/bD4dU

例）金子周司先生の場合
京都大学所属であることが分っているため、まずは「京都大学教
育研究活動データベース」を検索する。
情報は最新ではない可能性があるため、最終更新日を確認しなが
ら、複数のデータベースで情報を比較する。研究者情報のデータ
ベースであるResearchmapや研究者個人のHPも有用です。



課題１：研究者の氏名・現職

注意点「同姓同名の研究者に気を付ける」

• 所属機関の変更、改姓などにより、研究者が同定できないこと
があります。

• そのような場合は、研究者を特定するためのIDナンバー
（ORCID等）を参考に教員の調査を行ってください。

参考：ORCIDとは？
• Open Researcher and Contributor IDの略称

• オンラインで無料登録でき、登録すると16桁の個別IDが付与される

• 2020年5月現在、約860万人が登録



課題2：科学研究費補助金の獲得状況

KAKEN https://kaken.nii.ac.jp/ja/
文部科学省および日本学術振興会が交付する科学研究費助成事業により
行われた研究内容を調査できるデータベース。

Point

調査対象の研究者が
今現在取り組んでいる
研究課題を知ることが
出来るという点で有用。

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


課題3：最近の著作物、論文

調査対象の研究者の論文で
•2010年以降発表
•最も被引用数の多いものの書誌情報
•日本語1件、英語1件、計2件
•およびその被引用数を調べる

被引用数とは？
• ある論文が他の論文内で引用された数

• 被引用数が多い＝多くの論文の参考になった、ということ

• その論文の影響力をみる指標の１つとなる



課題3：最近の著作物、論文

例）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」の被引用数

データベース
被引用数

2020/5/18現在
(参考) 被引用数

2014/11/17時点

Web of 
Science 13898 6742

CiNii Articles 157 157

Google 
Scholar 23415 10941

Point

データベースの収録
範囲が異なるため、
被引用数もデータ
ベースごとに変わる



課題3：最近の著作物、論文

論文の書誌事項を調べる際の注意点
「各データベースの検索ルールを確認する」

Point

Web of Scienceでの
著者名検索は
「名字+名前のイニ
シャル」の順番

金子周司先生の場合は「Kaneko S」となる。
漢字での区別がつかないため、同姓同名の研究者
にはより気を付ける必要がある。



課題4：最近の新聞記事をさがす

主な新聞データベース一覧
キーワード

検索
全文検索

主要雑誌
タイトル等

用語辞典

聞蔵II
（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
（毎日新聞）

1872～ 1987～ 週刊エコノミスト
(1989～) ×

日経テレコン
（日本経済新聞）

1975～ 1981～ 京都新聞
（1998～） 〇



課題を行う上でのポイント

•調査した結果「ない」こともある
しかし「ない」こともひとつの重要な結果

•課題5の観点を念頭において、課題1-4に取
り組むこと

•上手く検索できないときは検索語も工夫する



演習時間：質問はチャットへ

設定したテーマに沿って京大に在籍する教員を
1人選び、下記のデータベースを利用して研究
業績を調査せよ。【PandA提出期限：7/14】

研究者情報

• 京都大学教育研究活

動データベース

• researchmap

• KAKEN

雑誌論文

• CiNii Articles

• Web of Science 

Core Collection

新聞記事

• 聞蔵IIビジュアル

• 毎索

• ヨミダス歴史館

• 日経テレコン

※データベースにアクセスするときは、ブラウザのプラグインをオンにしてください。



課題発表：一人一分程度（目安：15：50～）

発表内容

・自分が設定したテーマ

・選んだ教員名、現職
・業績（研究内容）を簡潔に紹介

※課題が出来たところまでの内容で良い

※必要であれば画面共有も可

※上記三点の他に共有したい観点などあれば報告


