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JSTOR 利用ガイド 

 

１．アクセス 

  http://www.jstor.org  

※ご契約のコレクションを確認するには、http://support.jstor.org/toolbox/ から、How to know what you have access to on 

JSTOR にアクセスします。 

 

JSTORホームページ 

 

２．雑誌の閲覧とイメージの表示・印刷・ダウンロード 

  ホーム画面の BROWSE メニューから選択すると、コンテンツのブラウズ画面になります。 

 

検索とタイトルのブラウズはここのメニュー

から選択します。 

検索窓はホーム画面にあります。 

一覧表示方法をタイトルのアルファベット順、出版社

順に変更する場合はここをクリックします。 

タイトルをクリックする

と、そのタイトル巻号一

覧を表示します。 

出版社順一覧画面 

http://www.jstor.org/
http://support.jstor.org/toolbox/
http://support.jstor.org/toolbox/2015/3/5/how-to-know-what-you-should-have-access-to-on-jstor
http://support.jstor.org/toolbox/2015/3/5/how-to-know-what-you-should-have-access-to-on-jstor
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特定の雑誌タイトルをクリックすると、雑誌タイトルと巻号一覧を表示します。 

 

 

特定の巻号を選択すると目次の表示になります。 

 

 

 

 

JSTOR は、雑誌を表紙から裏表紙までを余すことなくイメージ

化しています。記事本体以外に表紙に関わる部分（Front 

Matter）、裏表紙に関わる部分（Back Matter）なども目次に含

まれます。 

チェックを付けた記事を文献管理ツールにエクスポート

します。RIS 形式（EndNote など）、RefWorks、テキスト

ファイルなどを選択できます（4ページ参照）。 

ここのリンクからタイトルホームへ戻ります。 

一覧リストから希望の年度範囲を選択

します。 

タイトルの変遷があれば、ここに表示され

ます。 
Journal Info をクリックすると、その情

報を表示します。 
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記事タイトルをクリックすると全文をイメージ表示します。 

 

イメージ表示画面（例：The American Economic Review） 

 

 

記事の印刷・保存を行うには、PDFで表示をします。メニューから Download PDFをクリックすると、Adobe 

Readerが起動してダウンロードが始まります。 

 

 

ページを送るときは、左右の▲印を

クリックします 

Download PDF で全文表示・保存します。

Cite This Itemで MLAや Chicago Style で引

用文を作成したり、EndNote や RefWorks

などの文献管理ツールに保存できます、 

Journal Infoでその雑誌の収録年や収録コレ

クションなどが確認できます。 

Thumbnails をクリックすると、全てのページが

一画面で一覧表示されます。 

前後の記事を表示する場合は、

こちらをクリックします 

印刷・保存は Adobe Reader の機能で行います 
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別ウィンドウで PDF イメージを表示します。JSTOR の PDF 表示では、最初の 1 ページ目に利用に関しての

注意事項を記載したページが表示され、2ページ目から本文が表示されます。 

 

1 ページ目の注意書き 

 

 

 

 

                       PDF本文表示（例：The Burlington Magazine） 

 

全文の印刷は、PDFを表示して Adobe Readerの印刷機能で行います。 

ダウンロードについても、Adobe Readerのダウンロード機能でダウンロードします。 

 

 

★記事書誌情報引用スタイルとエクスポート 

 

 

 

 

JSTOR では、書誌情報を引用するためのスタイルの文献管理ソ

フト（EndNote、RefWorks など）にエクスポートができます。 

Copy Citation・・・引用のスタイルを MLA、APA、Chicago

の３種類で表示。これをコピーして利用できます。 

Export Citation・・・EndNote、RefWorks などの文献管理ツー

ルのフォーマットで保存します。 

先選択画面 
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３．検索機能 

  JSTORホームの Searchから選択すると、検索画面になります。検索方法は、Basic Search、Advanced Search

から選択できます。 

 

 １）検索の基本 

  ・大文字・小文字の区別はしません。 

  ・単語ベースでの検索になります。フレーズの完全一致の検索したい場合は、両端をダブルクオーテー

ションで囲みます。 例：”game theory” （””を省略すると単語の AND 検索になります） 

  ・ブール演算子（AND、OR、NOT）によるキーワードの掛け合わせができます。 

     例： Japan AND Korea （Japanと Koreaが含まれる記事を検索） 

        Japan OR Korea （Japanもしくは Koreaどちらか一方または両方が含まれる記事を検索） 

        Japan NOT Korea （Japan を含み、かつ Koreaが含まれる記事を除外して検索） 

  ・部分一致（ワイルドカード）の検索ができます。記号？は一文字、記号＊は複数文字を代用します。 

     例：Colo?r → Color、Colourを検索 

       invent* → Inventory、Invention、Invent、Inventing などを検索 

  ・単純な複数形（-s、-esなど）を含めて検索したい場合は、＆記号を末尾につけます。 

     例：cat& → cat、cats を検索 

       bus& → bus、bussesを検索（-ss、-zzなど２つ重ねる場合も可） 

              sky& → sky、skies （-iesに変化する場合も可） 

       knife& → knife、knives （同様の life、wifeなども可） 

          child& → child、children  (person& → person、people；goose& → goose、geeseも可) 

 

  ・ストップワード 

   JSTOR では、検索できない単語（冠詞、前置詞、代名詞など）をあらかじめ予約してあります。これ

をストップワードと言います。以下の単語はストップワードと認識され検索できません。 

   a, about, above, after, again, against, all, also, although, am, an, and, another, any, are, as, at, back, be, because, been, 

before, being, below, between, both, but, by, can, could, did, do, does, doing, down, during, each, either, even, ever, every, 

few, for, from, further, get, go, goes, had, has, have, having, he, her, here, hers, herself, him, himself, his, how, however, if, 

in, into, is, it, its, itself, just, least, less, like, made, make, many, may, me, might, more, most, must, my, myself, neither, 

never, no, nor, not, now, of, off, on, once, one, only, or, other, ought, our, ours, ourselves, out, over, own, put, said, same, 

say, says, see, seen, shall, she, should, since, so, some, still, such, take, than, that, the, their, theirs, them, themselves, then, 

there, therefore, these, they, this, those, three, through, to, too, two, under, until, up, us, very, was, way, we, well, were, 

what, when, where, whether, which, while, who, whom, why, will, with, would, you, your, yours, yourself, yourselves 

    

ストップワードを含めた検索をしたい場合は、ダブルクオーテーションで括ります。 

    例： “to be or not to be”  (ダブルクオーテーションで括らないとエラーになります) 

 

  ・単語の変化形を含めた検索（ステム検索、＃） 

   単語の末尾に記号＃を付けると、その単語の変化形も含めて検索します。 

   例：Operate#  → Operate、Operating、Opration、Operativeを検索 

     went#  → went、go、going を検索 

 

  ・マルチ綴り検索（～） 

   単語の末尾に記号～（ティルダ）を付けると、異形綴りもしくは別にある綴りもまとめて検索します。 

    例： Dostoevsky~ → Dostoevsky、Dostoevski、Dostoyevsky、Dostoyevskiなどを検索 

 

  ・近接演算子（～記号）による検索 

   例：”state art” ~2 → state と artの間に２文字以内で近接している文字列を検索。 

              state of art、state of the artなどを検索。state、artの順序は問いません。 
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  ・検索語の関連性を高める検索 

   単語の後に記号＾（キャレット）と数字を付けると、続く単語よりも関連性が高い重みを付けた検索

ができます。 

    例：cat^7 dog （dogより catが 7倍の出現度の記事を検索） 

 

  ・検索項目を指定しての検索 

   記事タイトル、著者名など検索項目（Field）を指定して検索ができます。検索項目は以下の通りです。 

項目記号 説明 入力例 

aa author of full length articles。全文記事の著者 aa:smith 

au author of any item。全項目（記事、書評など）での著者 au:”henry james” 

ab abstract。抄録。 ab:japan 

za Caption。キャプション ca:”mona lisa” 

gl Grouping level。オリジナル冊子体目次のトピックス gl: genome 

la Language。言語。３文字の略名で指定します。 la:fre (仏語)、la:ger(独語) 

no Issue number。号、ナンバー no:10 

ra author of reviewed work。書評などのレビュー記事著者 ra:”t eagleton” 

rt title of a reviewed work。書評などレビュー記事表題 rt:shakespeare 

so Source。雑誌名。jnでも可。 so:economic、jn:art 

ta title of an article。記事タイトル ta:cubism 

ti titles of articles or reviewed works。記事及びレビュータイトル ti:Victorian 

ty type of item。項目タイプ。fla = full length article（全文記事）、

brv = book review（書評）、edi = opinion piece（論説） 

ty:brv (書評を検索) 

sn ISSN。inでも可 sn: 00219347 

vo Volume。巻番号 vo:20 

 

 

２） Basic Search 

   Basic Search は、JSTOR ホーム画面とそれぞれの画面右上に表示される思いついた言葉で検索するい

わゆる簡易検索となります。検索エンジンの Googleライクな検索ができます。 

 

 

     

検索方法の変更はここのタブをクリックし

て選択できます。 

自由に言葉を入力して、Google ライクな

検索ができます。 

コンテンツページ右上に表示される検

索窓には、検索対象をその巻号、タイ

トル、JSTOR 全体から選択できます。 
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３）Advanced Search 

      Advanced Searchは、条件をより詳しく設定して検索が可能です。 

 

 

 

画面下には JOURNAL FILTER があり、特定の雑誌、分野を選択して検索対象にできます。 

 

契約コレクションのみ検索対象にしたい場合チェックします。 

単語の検索項目と掛け合わせ条件をプルダウンメニューから選

択します。 

full text（全文）、author（著者名）、article title(記事タイトル)、

abstracts（抄録）、caption 

検索条件は、AND、OR、NOTの他近接演算の NEAR（5、10、

25から選択）が可能です。 

検索コンテンツの対象を雑誌記事、書籍などに限

定する場合はチェックを入れます。 

雑誌・書籍のタイトル、ISBN から検

索します。 

検索対象にしたい分野・雑誌タイトルにチェックをつけます。 
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 検索を実行すると、検索結果を一覧表示します。 

 

検索結果一覧画面（例：”freedom ride*”で検索） 

 

 ★一覧表示の並べ替えができます。 

  Relevance：関連性の高い順で並べ替えます（デフォルト設定） 

  Newest：新しい順に並べ替えます。 

  Oldest：古い順に並べ替えます。 

 

 

タイトルをクリックすると、記事イメージを表示します。 

 

チェックした記事を文献管理ツールに

エクスポートします。 

並べ替えを設定して再表示 

検索実行した条件（検索式）が表示されます。Searchボタ

ン下の Modify Search で検索条件の見直しができます。

Search within resultsにチェックをつけると、検索結果内の

検索を実行します。 

Content I can access をクリックすると、契約

コレクションの記事のみを表示します。 

１ページに表示する件数

を変更できます。 

検索結果一覧に戻る場合は、ここを

クリックします。 

検索された箇所をハイライト表示します。 

PDFでの表示・印刷・ダウンロードはここ

からできます。 

View Results をクリックすると、検索語が

含まれるページを一覧表示します。 
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４．MyJSTOR 

 ユーザー登録することによって無料で個人のアカウントMyJSTOR を開設することができます。 

 

 ★MyJSTORでできること 

  ・全コンテンツから任意の記事を 3件までアカウントの Shelfに保存、全文アクセスができます。 

   保存した記事は 14日間経つと別の記事と置き換えが可能です。 

   1年間 78件までの限度で利用可能です。 

  ・有料オプション JPASS のアカウントとして利用できます。 

   JPASSは、$19.50/monthまたは 199.00/yearで無制限で記事を読むことができます。 

   ただし PDFでのダウンロードは、10件/month、120件/yearの制限があります。 

  ・機関契約者の管理者アカウントとして利用できます。 

   利用統計はこのアカウントでログインして入手します。 

 

 ★アカウントの開設（Register） 

    ホーム画面の Log in からログイン画面の Register for MyJSTOR のリンクをクリックすると登録画面を表

示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Register画面 

 

 

 

 

 

 

 

赤い＊は必須です。 

ユーザー名とパスワードは、6 文字以

上にします。 

ここのチェックボックスにチェックし

ます。 
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登録完了して、アカウントにログインできると、Shelfが使えるようになります。特定の記事を検索、ブラウ

ズして、記事の全部プレビュー画面を表示して Shelfに保存します。 

 
 

 

 

 

 

記事の PREVIEW を表示し、Read Online 

FREE をクリックすると、Shelf の追加ボタ

ンを表示します。 

Add To Shelf をクリックします。 

Add To Shelfをクリックすると、MyJSTORの Shelf

の確認画面になります。この時点ではまだ Shelf

に入っていません。キャンセルする場合は、Cancel

をクリック、Shelfに追加する場合は Add To Shelf

をクリックします。 

Shelfの Read Onlineをクリックすると、全文を読むことがで

きます。PDFのダウンロードはできません。 

記事は 14日を経過すると、Shelfから削除できます。 


