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名古屋工業大学附属図書館



本日の内容

1 学術文献について

2 文献を探す

3 文献を入手する

4 資料利用上の注意



1 学術文献について



1.1 学術文献について1
学術雑誌

・ 科学技術分野では、研究成果（論文）は主に学術雑誌

へ投稿される。

・ 学術雑誌は、学会・大学・企業・商業出版社などが

週１回、月１回等定期的に刊行している。

・ 学術雑誌に掲載される論文は、通常「査読」を受けている。

＜論文の種類＞

原著論文 研究成果を完全な形で報告

速報（レター） 原著論文を発表する前に論文の骨子のみを公表

レビュー（総説） ある研究分野に関する概説、研究動向、展望などを紹介



1.1 学術文献について2
図書

・ 基本的な理論・知識がまとめられている。

＜種類＞

教科書 ある学問分野の知識を体系的に整理して、入門者に提供するもの

専門書

参考図書 事典・ハンドブック・データ集

その他

学位論文、テクニカル・レポート、会議録、特許、規格 など



2 文献を探す



2.1 文献リストの文献を読む
論文には、その論文を書く際に引用したあるいは参考にした

文献リストが記載されている

文献リストに記載された文献を読むことで、その論文や主題への

理解を深める

＜文献リストの見方例＞

雑誌の一論文

著者名．論文名．誌名．出版年，巻数，号数，ページ．
※誌名は略称が使われることがあります

（例）Hobbs, J.D.; Neubauer, M.S.; Willenbrock, S. Tests of the standard electroweak

model at the energy frontier. Rev. Mod. Phys. 2012, vol. 84, no. 4, p. 1477-1526.

滝澤尚也, 土居信数. スペクトル拡散を利用した低速・長距離無線通信技術の

研究. 信学論(B). 2012, 95(11), p. 1491-1498.

図書の一部分

著者名．“章の見出し”．書名．編者名．版表示，出版者，出版年，ページ．

（例）松本泰道. “光触媒による水の光分解”. 水素の物性・反応の機能性化と応用.

市村憲司編著. アイピーシー, 2001, p. 352-368.

電子情報通信学会論文誌 Ｂ Reviews of Modern Physics



2.2 データベースを検索する①
専用のデータベース等を使用して、研究内容に関するキーワード

で検索し、

どんな文献が公表されているのか
その文献はどの雑誌のどのページに掲載されているか

を調査する

・ 名工大で契約しているデータベース：学内LANに接続する端末から利用可能

・ 学術資料専用検索エンジン

Google Scholar (日本版) ・・・ http://scholar.google.co.jp/

・ 各電子ジャーナルのサイト

あるテーマに関する論文にはどんなものがあり、その論文はどの雑誌に掲載されて
いるか（論文を探す）

→ 文献データベース等で検索 （2.2 データベースを検索する）

論文が掲載されている雑誌や資料を所蔵しているかどうか（雑誌を探す）
→ 名工大OPACや電子ジャーナルリスト等で検索 （3 文献を入手する）



2.2 データベースを検索する②
CiNii Articles http://ci.nii.ac.jp/

国立情報学研究所が提供する、国内を中心とした学術論文情報データベース

＜内容＞

・ 国内学協会誌（全文みられるものあり）

・ 国内大学等発行の研究紀要（全文みられるものあり）

・ 引用文献索引データベース

・ 雑誌記事索引データベース＜国立国会図書館＞

CiNii Articlesの論文詳細表示画面の項目
「この論文にアクセスする／この論文を探す」において、
論文入手に繋がる様々なリンクが用意してある。

J-STAGE DOI 機関リポジトリ ××学会
NDL-OPAC CiNii Books 名工大リンクリゾルバ 名工大OPAC
その他のリンクの説明： https://support.nii.ac.jp/ja/cia/manual_bib



論文例を見てみましょう。

n CiNii Articlesをひらく

nタイトル

ヘリウム 放電 チタン酸

n著者名

伊藤



論文例を見てみましょう。

n CiNii Articlesをひらく

nタイトル

結晶成長 人工タンパク

n著者名

芝



3 文献を入手する



3.1 名工大OPACの使い方

名工大OPAC 名古屋工業大学蔵書検索システム

http://opac.lib.nitech.ac.jp/opc/ ※ OPAC ＝ Online Public Access Catalog

名古屋工業大学で所蔵する、図書・雑誌・視聴覚資料・電子ブック・

電子ジャーナルを探すことができる

※前方一致検索されます

例） 参考文献に雑誌名「 J. Euro. Ceram. Soc. 」とあった

名工大OPACで「 J Euro Ceram Soc 」と検索

→検索結果に「 Journal of the European Ceramic Society 」がヒット

雑誌のデータには、所蔵情報に所蔵巻・号・年の情報がある。

例：高分子論文集
所蔵巻号 31-61, 67-73, 74(1-2)+
所蔵年次 1974-2017

「+」は、継続受入中
であることを示す



名工大で探してみましょう。

n名工大OPACをひらく

nタイトル

Rev. Mod. Phys.
n刊行年 2012
n巻号 84（4）
nページ 1477-1526

「2.1文献リストの文献を読む」
の洋雑誌の例





3.2 電子ジャーナルとは
電子ジャーナル／電子ブック（全文データベース）

従来紙媒体で発行されていた雑誌／図書が、電子化されインターネットで利用可能に

なったもの。

電子ジャーナルを公開しているサイトでは、無料でできる文献検索機能が付いている

ことが多いので、この機能を使って「そのサイト（出版社）で公開されている文献」を

検索することが可能。

有料のものが多く、名工大で契約している電子ジャーナルは、学内LANに接続する

端末で論文のフルテキストを利用可能である。

名工大で利用可能な電子ジャーナル／電子ブックは、附属図書館サイトを参照。
[名工大OPAC] [電子ジャーナル 電子ブックリスト]

※ 名工大OPACで検索できる電子ジャーナルは本学契約電子ジャーナルのみだが、

電子ジャーナルリストには無料公開されている電子ジャーナルも含まれている

※ 利用可能な範囲（巻年）が制限されている電子ジャーナルもあるので注意する

無料公開している電子資料の例
・ 特許情報プラットフォーム： 特許、実用新案、意匠、商標情報の検索、閲覧が可能

・ 機関リポジトリ： 大学等の研究機関が、その機関内で生産された学術情報を、電子的に

収集・保存・発信するシステム

・ 著者が自分の論文を自身のホームページで公開



CiNii Books http://ci.nii.ac.jp/books/

全国の大学図書館等で所蔵する図書や雑誌を探すことができる

機関名（大学名）をクリックすると、その機関の連絡先や利用条件などの

組織情報が表示される

名工大OPACと検索キーの入力ルールが一部異なる

※ CiNii Books の情報に加えて、国立国会図書館の所蔵目録、新刊書の書影・目次DB、

古書店の在庫目録、電子書籍DBなど、本に関する様々な情報源を統合して提供する

Webcat Plus （http://webcatplus.nii.ac.jp/）もある。

3.3 他大学にある資料を利用する①

他機関の図書館を利用する
・近隣の図書館

名古屋市図書館 https://www.library.city.nagoya.jp/
愛知県図書館 http://www.aichi-pref-library.jp/

・その他の図書館
国立国会図書館 http://www.ndl.go.jp/
国立国会図書館では、納本制度により、日本国内で発行された資料を
網羅的に収集している



3.3 他大学にある資料を利用する②
ILLサービス Inter Library Loan

相互協力関係にある大学や機関から、図書を郵送で借りる、あるいは、

資料の複写物を取り寄せるサービス。

申込み方法・・・ポータルサイトあるいは「文献依頼申込書」で申し込む。

ポータルサイトから申し込む場合は事前に登録が必要。

訪問利用
他大学図書館を直接訪問して、資料を利用する。

事前にCiNii Books等の組織情報や各大学図書館サイトをみて、

訪問先の利用条件・開館時間等を確認すること。

・紹介状が必要な場合は、図書館で発行している。

・東海地区の多くの大学図書館では、学生証を持参することで利用できる。

・協定校（名古屋市立大学、愛知工業大学、大同大学、豊田工業高等専門学校）では、

協定により、訪問して図書を直接借りられる。

必要な図書を名工大図書館で所蔵していない場合、
購入をリクエストすることが可能（学生のみ）。

[学生ポータル] →[図書館サービスメニュー] → [リクエスト図書]



3.4 Find it @ nitech
リンクリゾルバ 学術情報リンクナビゲーションツール

＜システムの内容＞

１．リンクナビゲーション機能

データベース間リンクを実現。

名工大OPACやデータベース等の検索結果上にあるアイコン

「 」をクリックすると中間窓が開き、リンクを

たどることにより、文献の入手（*1）や、更なる調査（*2）ができる。
*1 電子ジャーナル、蔵書検索システム、ポータルサイトのILL申込み画面へのリンク

*2 他データベースへのリンク

※検索結果に「Find it @ nitech」が表示されるシステムは、現在以下のとおり

名工大OPAC / CiNii Articles / CiNii Books / JDreamIII / MathSciNet / SciFinder /
Web of Science / Google Scholar

２．電子ジャーナルリスト管理機能

本学で契約している電子ジャーナル・電子ブックおよび無料公開

されている電子ジャーナル等のリストを提供。

URL： http://sfx4.usaco.co.jp/nit/az



例を見てみましょう。

n Web of Scienceをひらく

nキーワード（トピック）

cross coupling
n刊行年（期間）

2015



データベースから、文献データが引き継がれる

名工大で電子的（電子ジャーナル等）
に入手できるときに表示される

名工大OPACを検索する

＊雑誌がヒットしても、該当する巻号の

所蔵まで確認すること！

他大学にある資料を利用するためのリンク
他機関の蔵書検索システム
ILLサービス依頼

文献データを引き継いで、他データベースへリンク

「Find it @ nitech」がない場合は、名工大OPACや
電子ジャーナル／電子ブックリストで、必要な文献が
名工大で入手可能かどうか、それぞれ確認すること。



4 資料利用上の注意



4.1 著作権①
図書や論文には、著作権（著作物を創作する者（著作者）の権利）があります

→ 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に

属するものをいう （著作権法第二条）

例） 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物、絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物、

建築の著作物、地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物、

写真の著作物、プログラムの著作物 など （著作権法第十条）

→ 著作者の権利 著作者人格権

著作権（財産権） 例） 複製権、公衆送信権、展示権、頒布権、翻案権 など

著作隣接権（実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の権利）

著作権の対象となる著作物を利用するには、著作権者の許可が必要です
但し、一定の条件下で、著作権者の許可なしで著作物を利用できる場合があります

図書館等における複製（著作権法第三十一条）

図書館でのコピーサービスを認める規定。

「図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分（＊１）

（発行後相当期間（＊２）を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあっては、その全部）の複製物

を一人につき一部提供する場合」に可能。

＊１ 「一部分」とは「著作物の「半分」まで」

参考： 国立国会図書館HP「著作権にかかわる注意事項」 http://www.ndl.go.jp/jp/service/copy/copyright.html#law2

＊２ 「発行後後相当期間」とは「次号が既刊」または「発行後３か月」

文化庁HP「著作権」 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
（著作権 > 著作権制度に関する情報 > 著作権制度の解説資料 > 著作権制度の概要）



4.1 著作権②

引用（著作権法第三十二条）

引用して利用することを認める規定。

「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に

合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの

でなければならない。」

著作権法第三十二条により引用する場合、「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的

と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」 （著作権法第四十八条） 。

＜引用における注意事項＞

・引用であることを明示すること

引用元の文章をそのまま記述して引用する場合は、正確に記述し、自分の文章

と引用部分とを区別する（「 」や“ ”で括る）
・自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること（自分の著作物

が主体）
・出所の明示がなされていること
例） 酒井聡樹. “引用の仕方”. これからレポート・卒論を書く若者のために. 共立出版, 2007, p.137-147.

など

引用 他人の著作物（文章、図、表 等）を自分の著作物に記載すること



4.2 電子資料利用上の注意
電子ジャーナル・電子ブック・データベースを利用する時は、

次のことを遵守してください。

・ 著作権法を遵守してください。

・ 出版社の定める利用規約（User Agreement、Terms and
Conditions）を厳守してください。

利用規約は、一般的に、以下の事項が定められています。

個人利用、あるいは研究利用であること

手動・自動を問わず、大量ダウンロード、大量プリントアウト

の禁止

複製・再配布の禁止

違反行為が行われた場合、
大学全体の利用が停止されることがあります。



終わりに
n 附属図書館サイトをご覧ください。 http://www.lib.nitech.ac.jp

n ポータルサイトでも図書館サービスを提供しています。 http://www.cc.nitech.ac.jp/

n 文献の探し方・入手方法でわからないことがあったら、図書館カウンター

でお尋ねください。

＜参考文献＞

・学術情報探索マニュアル編集委員会. 理・工・医・薬系学生のための学術情報探索マニュアル :電子ジャーナル

から特許・会議録まで. 丸善, 2006, 187p.

・酒井聡樹. これからレポート・卒論を書く若者のために. 共立出版, 2007, 225p.

・酒井聡樹. これから論文を書く若者のために. 大改訂増補版, 共立出版, 2006, 301p.

・東北大学附属図書館. ”東北大学生のための情報探索の基礎知識”. 東北大学附属図書館サイト.

http://www.library.tohoku.ac.jp/literacy/tutorial/2010/kihon2010.html, (参照2017-02-03).

・見延庄士郎. 理系のためのレポート・論文完全ナビ. 講談社, 2008, 160p.

・科学技術振興機構. “科学技術情報流通技術基準 参照文献の書き方”. SIST科学技術情報流通技術基準.

http://jipsti.jst.go.jp/sist/handbook/sist02_2007/main.htm, （参照2017-02-03）.

・国立国会図書館. “著作権にかかわる注意事項”. 国立国会図書館サイト.

http://www.ndl.go.jp/jp/service/copy/copyright.html, (参照2017-02-03).

・総務省. “著作権法”. e-Gov. http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html, (参照2017-02-03).

・福井健策. 著作権とは何か. 集英社, 2005, 221p, (集英社新書, 0294A).

・文化庁. “著作権制度の概要”. 文化庁サイト. http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/,

(参照2017-02-03).


