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文献検索ガイダンス付属資料（2021年 5月作成） 

 

論文作成のためのデータベースリスト 
 

 図書を探す 

 電子ジャーナル・ブックを読む 

 論文・雑誌記事を探す・読む 

 法令・判例・立法資料を探す 

 新聞記事を探す 

 統計・その他のデータを調べる 

 企業情報を探す 

 物事を調べる 

 

［表示の見方］ 

阪大図 大阪大学附属図書館 HP データベースリストから利用 

国際資 OSIPP ライブラリーHP データベース・電子ジャーナル から利用 

（URL：） 表記の URL から直接利用  

学内 大阪大学内からのみ利用可能 

学外 大阪大学外から利用可能（リモートアクセス経由） 

ＯＳＩＰＰ内 OSIPP 棟内からのみ利用可能 

FREE どこからでも利用可能 

【     】 分野や収録データの種類、本文収録状況など 

 

大阪大学大学院 国際公共政策研究科ライブラリー 

改訂：2021年 5月 19日 

大阪大学附属図書館 ホームページ 

https://www.library.osaka-u.ac.jp/ 

国際公共政策研究科ライブラリー ホームページ 

 http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/ja/research/osipp-library/ 

図書を探す 

１）大阪大学ＯＰＡＣ（蔵書検索）                        FREE 

大阪大学内の図書館･資料室の所蔵資料を検索するオンライン目録データベース。タ

ブ切り替えで CiNii Books（他大学の蔵書検索）や WorldCat（海外の研究機関の蔵書

検索）の検索も可能。また、WEBサービスで資料の予約や取寄せを申し込める。                 

【総合・阪大内・書誌情報・所在情報】 

 

２）CiNii Books           （URL：https:/ci.nii.ac.jp/books/） FREE 

全国の大学図書館等が所蔵する図書・雑誌を横断検索できるオンライン目録データ

ベース。書名などの書誌事項による検索、著者検索の他に、書誌情報の内容の説明・

目次の情報も対象に含んだ検索内容が可能。  ⇒13) CiNii Articles 

                  【総合・国内（大学図）・書誌情報・所在情報】 

 

３）NDL-ONLINE           （URL：https://ndlonline.ndl.go.jp/ #!/） FREE 

国立国会図書館蔵書検索システム。国会図書館が所蔵する資料を検索できるオンラ

イン目録データベース。 ※ 雑誌記事検索は 11）を参照 

【総合・国内（国会図）・書誌情報・文献情報・所在情報】 

 

４）カーリル              （URL： https://calil.jp/） FREE 

提携している全国の図書館の蔵書情報と貸出状況を検索できるサービス。地域や図書

館を指定し、複数の図書館での所蔵・貸出状況を同時に横断検索。スマートフォンか

らも利用可能。     【総合・国内（公共図・大学図）・書誌情報・所在情報】 

 

 

http://ci.nii.ac.jp/books/
https://calil.jp/
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５）国立国会図書館サーチ      （URL： https://iss.ndl.go.jp/） FREE 

国立国会図書館や他の機関（公共図書館・研究機関）が保有する冊子体・デジタル化

された画像・音声等のさまざまな形態の情報を検索できる統合検索サービス。 

【総合・国内・書誌情報・文献情報・デジタルデータ・所在情報】 

 

６）Webcat Plus        （URL： http://webcatplus.nii.ac.jp/）FREE 

国立情報学研究所が提供する書誌情報から、人間の思考のように例示によって関連情

報を求める「連想検索」機能を使って、必要な図書を検索するデータベース。 

文章からキーワードを自動で読み取って関連書籍を検索する「連想検索」と、書名な

どの書誌情報（目次情報を含む）や論文集の収録論文タイトルから該当する書籍を検

索する「一致検索」が可能。            【総合・国内・書誌情報】 

 

電子ジャーナル・電子ブックを読む 

７）大阪大学ＯＰＡＣ（蔵書検索）                    FREE 

 簡易検索画面からも電子ジャーナル・電子ブックの検索可能。 

詳細検索画面から検索する際には「資料タイプ」で「電子ジャーナル」または「電子ブ

ック」を選択。           【総合・電子ジャーナル・電子ブック】 

 

８）大阪大学電子リソースリスト                 阪大図 学外 

大阪大学で利用できる電子ジャーナルと電子ブック（無料公開されているタイトル

も含む）の検索が可能。大阪大学個人 IDによる認証で、学外からの利用も可能。 

 【総合・国内・海外・電子ジャーナル・電子ブック】 

 

９）OECD iLibrary                   国際資 ＯＳＩＰＰ内 

OECD iLibrary は、世界最大のシンクタンクである OECD が出版する報告書をオンラ

インで閲覧できる、OECD のオンライン・ライブラリーです。OECD の豊富な研究成果

と経験をまとめた報告書類、加盟各国と主要な非加盟諸国から集められた、他では得

られない統計の数々を収録。 

10）New Palgrave Dictionary of Economics           阪大図 学外 

経済学の事典 The New Palgrave Dictionary of Economics, 3nd editionの電子版。                        

【経済学・電子ブック】 

論文・雑誌記事を探す・読む 

11）NDL-ONLINE （雑誌記事検索）（URL： https://ndlopac.ndl.go.jp/ #!/） FREE 

国立国会図書館所蔵雑誌から採録した各記事・論文を、記事のタイトル・著者名など

から検索。（NDL-ONLINE＞詳細検索「雑誌記事」）   【総合・国内・文献情報】 

 

12）雑誌記事索引集成データベース               阪大図 学外 

総合雑誌などの全国誌から地方で発行された雑誌まで、日本（旧植民地なども対象）

で発行された日本語の雑誌記事を検索。また、CiNii Articles収録のデータと連携さ

せることも可能。【同時アクセス：5】       【総合・国内・文献情報】 

 

13）CiNii Articles                      阪大図 学外 

国内で発行された学協会雑誌および大学研究紀要等に掲載された記事・論文情報を

キーワードで検索。本文が収録されている論文あり（PDF形式）。全文検索も可能。 

【総合・国内・文献情報・本文収録（一部）・本文リンク】 

 

14）Web of Science                      阪大図 学外 

 世界中の主要文献の書誌情報・引用常用、データリポジトリ収録データ・特許の情報の検 

索が可能。総合検索と主題別のデータベースを指定した検索が可能。 

【総合・海外・文献情報・引用索引・本文リンク】 

 

15）Scopus                           阪大図 学外 

科学・技術・医学・社会科学・人文科学分野において 22,500 誌以上のジャーナルを

収録した抄録・引用文献データベース。1970年以降の論文は、参考文献も収録。論文

間の引用リンクあり。検索結果を被引用数で並び替え可能。その他、引用分析、ジャ

ーナル分析など。    【総合・海外・文献情報・ジャーナル分析・本文リンク】 

https://iss.ndl.go.jp/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/library/datebaselink.html
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
https://ndlopac.ndl.go.jp/
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
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16）ProQuest Research Library                 阪大図 学外 

人文社会科学、教育、芸術、宗教、ビジネス、金融、政治、法律、医学、科学技術、

保健医療等の約 6,700誌の雑誌記事情報を収録。このうち約 5,000 誌は全文も収録。 

【総合・海外・文献情報・新聞記事・本文収録（一部）・本文リンク】 

 

17）大阪大学リポジトリ OUKA   

（URL：https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/） FREE  

大阪大学で生産・収集された研究成果・教育資源等を電子的に蓄積・保存し、学内外

に公開することを目的とした機関リポジトリ。学術雑誌掲載論文，博士論文，紀要，

教材，研究成果物等を PDF形式で全文掲載している。 

【総合・国内・文献情報・本文収録】 

 

18）学術機関リポジトリポータル IRDB（URL： https://irdb.nii.ac.jp/）FREE 

日本の学術機関リポジトリに蓄積された学術情報（学術雑誌論文、学位論文、研究紀

要、研究報告書等）を横断検索できる。 【総合・国内・文献情報・本文リンク】 

 

19）SocINDEX with Full Text                  阪大図 学外 

社会学分野の学術雑誌や書籍、会議録、学位論文などの文献情報を包括的に収録する

データベース。一部の文献は、全文を表示することが可能。 

【社会学・海外・文献情報・本文収録（一部）・本文リンク】 

 

20）Index to Legal Periodicals & Books              阪大図 学外 

世界各国の法学関連の文献（学術雑誌、評論、年鑑など）を収録。一部の文献は、全

文を表示することが可能。【収録年：1983年～】【同時アクセス：1】 

【法学・海外・文献情報・本文収録（一部）・本文リンク】 

 

21）Hein-Online                       阪大図 学外 

法学分野の約 2,000タイトルの主要定期刊行物について、創刊号からフルテキストで

入手できるデータベース。表示紙面画像（PDF形式）とテキスト（HTML形式）の両方

に切り替え可能。                      【法学・海外・文献情報・本文収録】 

 

22）JURIS Online（オンライン専門 10ライセンス）       阪大図 学内 

ドイツ連邦・ラントの現行・過去法条、各級裁判所の裁判例全文と審級関係リンク、

欧州連合の法判例データ、法律雑誌の重要論文・判例評釈の要約、コメンタール、重

要判例解説および、任意の検索語によるアラートなどを網羅したデータベース。 

【法学・海外（ドイツ）・文献情報・法令・判例・本文収録】 

 

23）Beck-Online : Premium edition             国際資 ＯＳＩＰＰ内 

ドイツの法律系出版社、Beck社の提供するドイツ法関係のオンラインジャーナルで、

同社による法令・書籍（ハンドブック/コメンタール）・雑誌論文・判例・行政文書を

収録している。  【法学・海外（ドイツ）・文献情報・法令・判例・本文収録】 

 

24）EconLit                         阪大図 学外 

世界各国の経済学分野の文献の索引と抄録をキーワードで検索。Full Textリンクで

論文本文へのアクセスできる。また、一つの論文から類似したテーマの文献を検索で

きる機能あり（Find Similar）。    【経済学・海外・文献情報・本文リンク】 

 

25）EconPapers       （URL： https://econpapers.repec.org/） FREE 

RePEc※に登録されているすべての文献を、キーワード検索できる検索システム。   

【経済学・海外・本文リンク】 

※RePEc：世界中で発行された経済学に関する論文、Discussion Paper, Working  

Paperなどのアーカイブデータベース。      URL http://www.repec.org/ FREE 

 

26）NBER Working Papers    （URL： https://www.nber.org/papers/）FREE 

米国経済研究機関 NBERが発行するワーキングペーパーのアーカイブ。 

【経済学・海外・本文リンク】 

 

 

http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
https://irdb.nii.ac.jp/
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/library/datebaselink.html
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
https://econpapers.repec.org/
http://www.repec.org/
https://www.nber.org/papers/
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27）SSRN eLibrary          （URL： http://www.ssrn.com/） FREE 

the SSRN eLibraryに登録されたディスカッションペーパーのアーカイブ。 

【経済学・海外・本文リンク】 

 

● Nexis Uni (旧 Lexis Nexis Academic)             阪大図 学外 

 法学関係の文献情報や本文を収録。 

詳細は、次項 法令・判例・立法資料を探す 28）Lexis Nexis を参照。 

【法学・海外・本文収録・文献情報】 

 

法令・判例・立法資料を探す 

28）Nexis Uni (旧 Lexis Nexis Academic)           阪大図 学外 

世界各国の新聞、雑誌記事の他、ビジネス誌、米国判例、医薬関連ジャーナル、人物

情報等 5,900以上の情報源を検索できる総合データベース。 

【総合・海外・判例・法令・新聞記事・文献情報・本文収録】 

 

29) Westlaw Next                                             阪大図 学外 

アメリカ法を中心とする法情報オンラインサービス。判例、法律集、規則集、雑誌論

文などが利用できる。        【雑誌論文・辞書/事典・法令・判例】 

   

30) Le Doctrinal Plus                                        阪大図 学外 

フランス及び EU 各国の文献データベースと法令及び上級裁判所の判決を含む法  

令・判例データベース                        【法令・判例】 

   

31）日本法令索引    （URL：http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/）     FREE 

明治 19年 2月公文式施行以降の省令以上の法令について、制定・改廃経過等の情報

を検索できるデータベース。           【法学・国内・法令・本文収録】 

 

32）e-Gov法令検索                    （URL：https://elaws.e-gov.go.jp/）FREE 

https://elaws.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 

法律・政令・府省令・規則について、各府省が確認した法令データを提供。 

                       【法学・国内・法令・本文収録】 

 

34）D1-Law.com (第一法規情報総合データベース)        阪大図 学内 

『現行法規 履歴検索』 

日本国憲法、条約、法律、政令等の改正情報 

『判例体系』 

判例誌約 100誌（旧憲法下～現在）で公表された判例、第一法規が独自に 

入手した判例、「判例タイムズ」掲載の解説情報の検索 

『法律判例文献情報』 

図書・雑誌（約 1,300誌）および新聞（朝日・毎日・読売・日経）に掲載された

法関連文献と判例情報誌 26誌に掲載された判例について書誌情報の検索 

『解説検索』 

「判例タイムズ」（増刊号を除く）に掲載された解説情報 

『有斐閣 Vpass』 

「ジュリスト（1260号-）」「論究ジュリスト」「法学教室」「判例百選」「民商法雑

誌」の 5誌の閲覧 

【法学・国内・判例・文献情報】 

 

35）LEX/DBインターネット                     阪大図 学外 

明治 8年の大審院から今日までの民事・行政法・刑法の全法律分野の判例・裁決・要

旨情報をフルテキストで収録。※OSIPP・法学部・高等司法研究科内からのみ利用可

能                               【法学・国内・判例・文献情報】 

 

 

http://www.ssrn.com/
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
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新聞記事を探す 

36) 聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞）               阪大図 学外 

朝日新聞の記事をキーワードで検索できる。収録記事はテキスト方式と PDFによる紙

面画像の 2 種類表示。「AERA」「週刊朝日」も検索の対象。【同時利用者数：2】【収録

年：1879年～】【更新頻度：毎日】           【国内・新聞記事・本文収録】 

 

37) 毎日新聞：マイ索                     阪大図 学外 

毎日新聞のオンライン版。毎日新聞記事検索、紙面検索、電子縮小版の閲覧、週刊エ

コノミスト記事の検索も可能。【同時アクセス数：2】【収録年：創刊号（1872年）～】                                             

【国内・新聞記事・本文収録】 

 

38) 読売新聞：ヨミダス歴史館                 阪大図 学外 

読売新聞の明治･大正･昭和・平成の新聞記事、英語版（The Japan News）記事検索、

現代人名録検索。収録記事はテキスト方式と PDF による紙面画像の 2種類。【同時ア

クセス数：2】【収録年：創刊号（1874年）～】 

【国内・新聞記事・本文収録】 

 

39) 日経テレコン 21（大学向けコンテンツ）           阪大図 学外 

日経各紙の掲載記事と、日経新聞社調査による会社情報・人事情報・経済統計を検索

できます。収録記事はテキスト方式と PDF による紙面画像。 【同時アクセス：3】

【収録年：創刊号（1975年）～】  【国内・新聞記事・統計データ・本文収録】 

 

40) Nexis Uni (旧 Lexis Nexis Academic)           阪大図 学外 

世界各国の新聞、ニュース・雑誌記事を検索。ニュースは非英語圏のものも収録（オ

ランダ語・フランス語・スペイン語・ドイツ語・イタリア語・ポルトガル語） 

        【総合・海外・判例・法令・新聞記事・文献情報・本文収録】 

 

 

41）New York Times Collection（ProQuest Research Library）   阪大図 学外 

New York Timesの全文検索と閲覧が可能。検索はプラットフォーム画面の「主題別検

索」（News & Newspapers）から。           【海外・新聞記事・本文収録】 

 

42）Press Reader                                     阪大図 学外 

60の言語で 100カ国から、約 3,000以上の新聞を、90日まで遡って閲覧可能。その

日の新聞を閲覧できるだけでなく、イメージ画像や翻訳機能付き。                                                       

                      【海外・新聞記事・本文収録】 

43）人民日報（People’s Daily）                               阪大図 学外 

人民日報（中国国内版）電子版。【同時アクセス数：1】【中国語】【収録年：1946 年

～】                                【海外（中国）・新聞記事・本文収録】 

 

統計・その他のデータを調べる 

44）OECD統計データベース                 国際資 ＯＳＩＰＰ内 

9)OECD iLibraryの［STATISTICS］より、26の統計データベースが利用可能 

①Education Statistics 

OECD加盟国の教育に関する統計を収録。1985年からのデータが利用可能。 

②Health Statistics 

OECD 加盟国の医療及び医療制度に関する包括的な統計を収録。健康状態、医療の

人材と設備、医療支出、医薬品市場などの分野で 1200以上の統計項目を利用可能。 

【統計データ・海外】 

 

45）政府統計の総合窓口 e-Stat    （URL： https://www.e-stat.go.jp/）FREE 

府省等ごとのホームページに掲載された各種統計関係情報にワンストップでアクセ

スできる総合窓口サイト。              【統計データ・国内】 

 

 

 

http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/library/datebaselink.html
https://www.e-stat.go.jp/
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46）The World Bank         （URL： https://data.worldbank.org）FREE 

World Bankのホームページ。世界各国の GDPなどの統計データを閲覧・ＤＬできる。

（ホームページの TOP＞「Date」あるいは「Research」） 【統計データ・海外】 

 

47）IMF:Balance of Payments Statistics （URL：https://data.imf.org/）      FREE 

IMF から冊子体で刊行されている国際収支統計年鑑(Balance of Payments 

Statistics Yearbook)を、データベース化したもの。 

「Download IMF Data」よりご利用ください。      【統計データ・海外】 

 

企業情報を探す 

48）D-Vision net                       阪大図 学内 

国内の企業情報、役員情報、組織図、その他に 1999 年 1 月以降の週刊ダイヤモンド

の記事を検索することができる。            【企業データ・国内】 

 

物事を調べる 

50）Japan Knowledge lib                    阪大図 学外 

40種類以上の辞書・事典、記事、データベース等をキーワードで検索。 

「日本大百科全書」、「現代用語の基礎知識」、「日本人名大辞典」、「週刊エコノミスト」、

「東洋文庫」などを収録。 【同時アクセス数：4】     

【国内・百科事典・辞書・本文収録】 

 

51）ブリタニカ・オンライン・ジャパン             阪大図 学外 

『ブリタニカ国際大百科事典』と『ブリタニカ国際年鑑』の記事検索。 

記事内のリンクから同じ記事の英語版の利用可。             【百科事典・辞書】 

           

52）リサーチ・ナビ     （URL： https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/）FREE 

国立国会図書館提供。調査のポイントや参考資料、専門室の情報、便利なデータベー

スの紹介、使える Webサイトの案内など、調べものに役立つ情報を提供している。 

https://data.worldbank.org/
https://data.imf.org/
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
http://www.library.osaka-u.ac.jp/database.php
https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/

