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レファレンス

匡翠1m週

中国で発行された栄養学分野の学術雑誌名， お

よび研究動向を調査した一例

-質問

京大図書館に，中国語での栄養関係の雑誌があれば，

タイトルが知りたい。

[学内者(名誉教授の秘密)，Email受付， 2011年5月]

-調査の経緯

まず質問者に確認したところ， r栄養学」について，

中国でどんな学術雑誌が発行されているか，できれば目

を通して中国での研究動向が知りたい，ただし質問者は

中国語が読めないので，英文抄録のある文献が望ましい

とのととだった。また， 筆者も中国語が扱えないため，

検索にあたっては適宜Google翻訳を活用し， r.栄養」の

中国簡体字である「菅券jや，英語のnutrition(栄養)， 

dietetics (栄養学)を検索語の候補とした。なお，本学

にない文献の取り寄せも希望されたので，調査範囲を学

外にも広げる乙とになった。

1.日本，中国の蔵書検索システムを使う

1.京都大学蔵書検索KULINEで，①キーワード欄に

「菅葬・ +nutrition' + diet' J (・は前方一致，+はOR

検索の記号)，②中国の出版物に限定(出版国コード

欄に中国のコードである ccを入力)，①雑誌もしくは

電子ジャーナルに限定，の3つの条件を掛け合わせて

学内所蔵を検索した。 しかし 当てはまる資料は確認

できなかった。

2.上記1. と閉じ条件でKULINEから「他大学を検索J

(NACSIS-CAT検索サーパの検索)を行った結果， 4 

誌がヒットした。そのうち3誌は植物 ・土壌の肥料に

関するものであり，栄養学に関するものはl誌のみ

だった (r京方食庁&保健J)。

3.国立国会図書館アジア言語OPACで， 言語を「中国

語J，区分を「雑誌Jに限定し，自名に 「菅雰つと入

力して検索 したと ころ， 1誌がヒ ットした (r菅券学

扱J)。

4. 中国の大規模大学，北京大学の図書館蔵書検索で，

検索欄に「菅葬Jと入力し， r期刊刊名J(誌名)を検

索すると， 14誌がヒ ット した (r中国l陥床菅葬若者志j

f中国保健菅葬jなど)。書誌情報に「有英文目次Jと

あり，英文抄録付きである可能性が高い雑誌も発見で

きた。

5. 中国国家図書館の蔵書検索で，検索欄に「菅券Jと

入力し， r中文期刊J(中国の雑誌)に絞り込んで検索 ・

すると， 115誌がヒットした <r食笥用菌Jr食品指南j

など)。ただし，検索結果には大衆向け雑誌と思われ

る誌名も混在しており，笹誌情報だけで学術雑誌を選

別する乙とは難しかった。

2. -5. の結果，栄養学関連の誌名をいくつか確認す

ることができた。

ll.雑誌論文データベースを使 う

本学で利用可能な rCNKIJ (中国の学術雑誌，新聞，

学位論文などの文献データベース)で「菅葬Jをキー

ワードに検索し，ヒットした論文情報から栄養学関連の

雑誌を探した。また誌名 (位索項(検索フィ ールド)は

「刊名Jを指定)に「菅券Jが含まれるものを検索する と，

1.の蔵書検索で判明 した雑誌の目次情報を一部確認で

きることがわかった(図)。
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図. CNKIでの検索結果 (検索条件:詑名に 「普券Jを含む)

ill. 雑誌のウェブサイトを使う

1.の蔵書検索でヒ ットした誌名を Googleで検索し

て，雑誌のウェプサイトを探した。その結果，例えば

『中国(隼)I陥床菅葬若者志jなどは最新号の目次情報や

抄録(英文付き)をサイトで入手できることがわかった。

N. 引用文献データベースを使う

本学で利用可能なWebof Science (以下，WoS)で，

im巾 itionJをキーワードに検索し，その結果から「国/

地域Jを中国 (WoSの表示は iPEOPLESR CHINAJ) 

に， i主題分野jを iNUTRITION& DIETETICSJに絞

り込んだ。WoSは各分野のコアジャーナルを収録してお

り，これにより中国の研究者が圏外の学術雑誌に投稿し

た栄養学関係の研究論文を一覧できる。また，他のキー

ワードや，著者所属，著者名などから関連文献を辿るこ

とで， I.-ill.の調査では見えて乙なかった中国での研

究動向を知る手がかりとなる。

-回答

ご自身で調査していただけるよう，前述の I.-ill.

の利用手順と検索結果例を伝えた。N.については，

「栄養学についての中国での研究動向を知りたpJとい

う質問から，中国圏内だけでなく，国外雑誌への投稿論

文も調査対象として検索する方法の一例として紹介した。
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-ポイント

医学分野では普段縁がない，中国語翻訳サイトと，

CNKIが活用できた。

(京都大学医学図暫館菊池香織)
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