JSTOR 検索マニュアル
1.

検索画面へ（JSTOR トップページ）

http://www.jstor.org/ へアクセスします。
①

②
①SEARCH：「Search 画面」へすすみます。
キーワードを入力して検索します。
②BROWSE：
「ジャーナルリスト画面」へすすみます。
ジャーナルのタイトルから検索します。

③

New!

③トップページからキーワード検索が可能です。
（Basic Search）

2.

検索：「SEARCH」

「SEARCH」には、「Basic Search」,「Advanced Search」,「Article Locator」の 3 種類があります。
① Basic Search
自然語を用いたシンプルな検索方法です。
・フレーズ検索も可能です。
“business analysis”のように、“ “(ダブルコーテーシ
ョン)マークでフレーズをくくって検索します。

New!

・分野を選択することも可能です。
・ブール演算子（AND, OR, NOT）を利用した検索が
可能です。例：labour OR labor
・タイトル、著者名など、フィールドを指定した検索
が可能です。
例：著者名の場合 → au:Smith
タイトル名の場合 → ti:"parabolic equations"

フィールドの種類
ti: タイトル（全般）

ta: 論文タイトル

rt: 書評のタイトル

au: 著者名（全般）

aa: 論文著者

ra: 書評の著者

ca: 図表のタイトル

ab: 抄録

so:（jo:） ジャーナルタイトル

vo: volume

no: issue or number

sn:（in:）ISSN 番号

例：sn:00219347, in:00219347
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② Advanced Search
掛け合わせ検索や絞込み検索が可能です。

A

B

A

検索語の指定

・検索対象とするフィールドを指定して検索語を入力します
full-text（記事全体）
、author（著者）
、article title（論文のタイトル）
、
abstract（抄録）、caption（図表のタイトル）
・ボックスへの検索語の入力方法は Basic Search と同じです。
フレーズ検索、ブール演算子を利用した検索が可能です。

New!

2 つ以上のキーワードの隣接範囲を 5〜25 単語で指定した検索が可能です。
B

絞込みの種類

・Type:

文献の種類を選択します。

Article（論文）
、 Review（書評）
、Editorial（論説）、Other（その他）
・Date Range: ジャーナルの刊行年月日を限定します。年月日は、
1939, 1939/05,1939/05/01 のように 3 パターンでの入力が可能です。
・Article Language: 論文の言語を指定します。
・Discipline(s) and/or Journal(s): 検索するジャーナルのタイトルや分野を限定します。
分野名の左側に表示される＋マークをクリックすると、タイトルの詳細が表示されます。
③ Article Locator
あらかじめ書誌事項（タイトル、著者、収録雑誌名、巻号など）がわかっている文献を効率よく
検索します。②の Advanced Search と同様に、掛け合わせ検索や絞込み検索が可能です。

New!
・直接ジャーナルタイトルを入力可能です。
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<検索のヒント>
・ AND 検索
以下の表記で AND 検索ができます。
cat AND dog

cat && dog

cat & dog

+cat +dog

(cat dog)

cat dog

・ OR 検索
以下の表記で OR 検索ができます。
cat OR dog

cat || dog

・ NOT 検索
cat NOT dog (= cat は含みますが、dog は含みません)
cat –dog
・ ワイルドカード
綴りが不明な場合、また、派生語や類似語もあわせて検索する場合、
＊マーク（複数文字の置換え）
、?マーク（１文字のみの置換え）を利用して検索します。
例：te?ts → tents, tests, texts などがヒットします。
bird＊ → bird, birding, birdman, birds などがヒットします。
・ 複数形の検索
複数形もあわせて検索する場合は、＆を語尾につけます。
例： cat＆ → cat や cats を検索。

box& → box や boxes を検索。

bus& → bus や busses を検索。 quiz& → quiz や quizzes を検索。
sky& → sky や skies を検索。

knife& → knife や knives を検索。

・ その他の検索
~（チルド）
：ファジー検索が可能です（同じ言葉でも数種の綴りがある場合に便利です）
。
例：dostoyevsky~ → dostoyevsky, dostoevsky, dostoievski, dostoevsky, dostoyevski,
dostoevskii, dostoevski, などを検索
~（チルド）と数値：検索語が互いに何語以内にあるかを指定します。
例：”debit forgiveness”~10 → debt と forgiveness が互いに 10 語以内にある。
^（カレット）：文献内の検索語出現率を指定します。
例：cat^7 dog → 文献内に、cat が dog より 7 倍多く出現する。
・ ストップワード
以下の語は、検索されません。
a, an, are, as, at, be, but, by, for, if, in, into, is, it, no, of, on, such, that, the, their, then, there,
these, they, this, to, was, will, with
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3.

検索結果表示

検索語がヒットした論文タイトルを表示します。

①
④
②
②
③

③
① 検索をやり直す
・”Search”
新たに検索を行なう場合は、ボックスに検索語を入力し”Search”ボタンをクリックします。
・”Modify Your Search”
絞り込みや検索方法を変更して、再検索を行う場合、”Modify Your Search”ボタンをクリックし、元
の検索画面に戻り、再検索を行います。

New!

・”search within these results”
検索結果に新たな条件を追加して再検索が可能です。
② ページ内の表示方法を変える
検索結果表示件数や、表示順の変更が可能です。

・表示件数：10 件、25 件、50 件、100 件の中から選択が可能です。
・表示順：適合率順、刊行の新しい順・古い順、ジャーナルタイトル順、の中から選択可能です。
・検索結果表示ページを指定することができます。
③ 書誌事項の利用

New!

・Save Citations：表示されているページのすべての書誌事項を保存できます。
・Article Information：論文の書誌情報を表示します。
・Page of First Match：論文の最初のページを表示します。
・PDF：論文を PDF 形式でダウンロードできます。
・Export this Citation：論文の書誌事項を e-mail 送信、EndNote などの文献管理ツールへのエクスポー
トが可能です。

New!

※論文表示画面からも同じ機能がご利用いただけます。
④ イメージページ
・Images in JSTOR：イメージ画像を含む論文を別タブで表示可能です。
・Images in ARTstor：美術品などの高画質画像を提供する「ARTstor」の検索結果が表示されます。（閲
覧には別途契約が必要です。）
4

4.

論文表示

論文は、オリジナル論文のスキャンデータが表示されます。

③
④
②

①
②

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

ページの移動は以下の 4 通りあります。
①Select a Page：論文の各ページをサムネイル表示し、
閲覧したいページを選択可能です。

New!

②Previous page：前後のページへ移動します。
③Previous Item・Next Item：前後に掲載されている論文
へ移動します。
④Back to Search Results：検索結果一覧に戻ります。
Previous Result・Next Result：前後の検索結果の論文ページを表示します。
画面右側のリンク機能により関連文献を検索することができます。
JSTOR を検索
⑤References：この論文が引用している参考文献のリストです。参考文献が JSTOR に収録されて
いる場合には、リンクをクリックすることで該当文献を表示できます。
⑥Articles Cite this Article：この論文が JSTOR に収録されている文献に引用されている場合は、
引用している文献のリストが表示されます。
⑦Articles by：著者名をクリックすると、著者名で再検索します。
Google Scholar を検索
⑧Related Articles：この論文の関連文献を、Google Scholar で検索します。
⑨Articles Citing this Article：この論文を引用している文献を、Google Scholar で検索します。
⑩Articles by：この論文の著者による文献を、Google Scholar で検索します。
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New!
5.

MyJSTOR（書誌事項の保存と出力）
ロ グ イ ン 画 面 の “Register” か ら
MyJSTOR を登録します。

①

Saved Citations

タイトルリストや論文ページから、該当の書誌事項を MyJSTOR に保存することができます。
※ ログアウト後も保存されます。

・Export article citations：保存した論文の書誌事項を e-mail 送信、EndNote などの文献管理ツールへ
のエクスポートが可能です。
②

Profile

MyJSTOR のアカウント情報（Username/Password や登録個人情報など）を管理するページです。
ここで Terms & Conditions への同意をすることで閲覧のたびに同意を求められることがなくなります。

③

Access

JSTOR に参加している他の機関内からも MyJSTOR を通して JSTOR にログインできます。
その際利用できるコレクションは利用する機関の購読内容に準じます。
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6.

論文の印刷

・印刷
印刷は、PDF ファイルでダウンロード後 Adobe Reader の印刷機能を利用して行ないます。
PDF 文書内でキーワード検索が可能です。

7.

検索：「BROWSE」

キーワード検索を行なわず、表示された主題分野やジャーナルタイトル名から必要な論文を手作業で
検索する方法です。主題分野別、ジャーナルタイトル別、出版社別の 3 種類の一覧表示が可能です。
主題分野別一覧では、プルダウンメニューで分野の選択・抽出が可能です。

New!

New!
ジャーナルタイトル内でのキー
ワード検索が可能です。

最終的に表示される論文は、
「４．論文表示」と同じです。
以上
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