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CiNiiは自宅のパソコンからでも
無料で使うことができます。
ただし、機関契約のみのコンテ
ンツが見られない、滋賀県立大
学SFXへのリンクが使えない等
の制約があります。

1-1. CiNiiとは

・CiNii（サイニィ）は国立情報学研究所が提供する、論文、図書・雑誌や博士

論文などの学術情報が検索できるデーターベースです。

・CiNiiには、「CiNii Articles」「CiNii Books」「CiNii Dissertations」

3つのコンテンツがあります。（p.2参照）

＜CiNiiを使うには＞

図書情報センターHP → 探す・調べる → CiNii Articles/Books
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1-2. CiNii 3つのコンテンツ

日本の博士論文を一元的、網羅的に検索できます。
博士論文本文が公開されている場合は、リンクにより本文を表示できます。

① CiNii Articles：日本の論文を探す 👉👉 使い方は p.3

② CiNii Books：大学図書館の本を探す 👉👉 使い方は p.7

全国の大学図書館などが所蔵する図書、雑誌などの学術資料の情報を探すことができます。
目的の本がどこの図書館に所蔵されているかを調べることができます。

③ CiNii Dissertations：日本の博士論文を探す 👉👉 使い方は p.9

膨大な論文情報の中から簡単に目的の論文を探すことができます。
学協会誌や研究紀要の詳細情報の閲覧や、リンクにより他サイトの本文などの参照もできます。

① ② ③
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2-1. CiNii Articlesの使い方

【詳細検索】

【簡易検索】フリーワードで論文を検索できます。

検索窓には空白（半角・全角）
区切りで複数のフリーワードを
入力できます。（AND検索）

【全文検索】

CiNii Articlesでは日本の学術論文情報を検索できます。

検索対象とする項目を指定できます。

同じ概念の言葉を多くキーワード
として入れることで検索もれを防
ぐ事ができます。
（例：コンピューター・計算機・
電算・PC・電脳・計算器…）
また、論理演算を用いた複雑な検
索も可能です。
（p.14 検索のポイント参照）

検索対象を指定できます。
✔「すべて」→すべての論文を対象に検索
✔「本文あり」

→連携サービス（医中誌Web等）へのリンクが
ある論文を対象に検索

詳細検索をクリックすると、
｢論文名｣｢著者名｣｢著者所属｣
｢刊行物名｣｢ISSN｣｢巻｣｢号｣
｢ページ｣｢出版者｣｢参考文献｣
｢出版年｣の各入力欄が表示さ
れます。

入力した文字列が、登録されている論文本文（PDF）のテキストに合致した
論文を検索できます。
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フリーワードで検索してみましょう。 例：「環境意識 大学生」

表示件数とソート順を指定できます。

論文タイトルをクリックで詳細表示画面（p.5）へ

滋賀県立大学SFXへのリンク

2-2. 論文検索結果一覧

ヒット件数

フリーワード欄に入力した
キーワードが含まれているものが
検索結果として表示されます。

論文タイトル・著者名・抄録
雑誌名・巻号・ページ・出版年
各種リンク（p.12参照）
*参考文献件数 *被引用文献件数
＊は、すべての論文にあるわけではありません

電子ジャーナルで閲覧できる論文は、
このように本文へのリンクが表示されます。

掲載冊子の所蔵を確認できます。
県立大学図書館に所蔵がある場合は、所蔵
状況も表示されます。

文献複写の申込ができます。
※利用にはマイライブラリへの事前登録が必要です。

p.4
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論文の詳細表示画面を見てみましょう。

2-3.詳細表示画面（ CiNii Articles ）

抄
録

論文タイトル

著者情報

本文へのリンク （p.12参照）

所蔵へのリンク （p.14参照）

NII書誌ID（NCID）
クリックすると、掲載雑誌
詳細表示画面に移動します。
雑誌詳細表示画面に本文への
リンクがある場合があります。
（p.12参照）

収録誌情報（雑誌タイトル、巻号、ページ等）

参考文献・被引用文献
（ある場合のみ表示）
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滋賀県立大学工学部材料科学科 松岡純先生の日本語論文を探してみましょう。

【著者検索結果一覧画面】

CiNii
収録論文

【著者詳細表示画面】

論文リスト

2-4. 著者検索

著者検索では、入力された文
字列が、登録されている著者
名に合致した著者を探し出し
ます。

例えば、工学部・河﨑澄先生の場合、

“河崎澄”で検索した時とでは文字列が合致して
いない為（この場合は﨑と崎）それぞれ異なった
検索結果が表示されます。

著者詳細情報

外部サイトへのリンク

著者名をクリックすると詳細表示画面が表示されます。

p.6

http://ci.nii.ac.jp/author?q=%e6%9d%be%e5%b2%a1%e7%b4%94&count=20&sortorder=1
http://ci.nii.ac.jp/author?q=%e6%9d%be%e5%b2%a1%e7%b4%94&count=20&sortorder=1
http://ci.nii.ac.jp/
http://ci.nii.ac.jp/


CiNii Booksは全国の大学図書館等が所蔵する図書や雑誌の情報を検索できるサー
ビスです。 検索窓に｢琵琶湖 地域｣と入力してみましょう。

3-1. CiNii Booksの使い方

検索窓には空白（半角・全角）
区切りで複数のフリーワードを
入力できます。（AND検索）

詳細検索を使うと、
検索対象とする項目を
細かく 指定した検索が
できます。

資料の種類が選択できます。

表示件数とソート順を指定できます。

ヒット件数

【検索結果一覧画面】

タイトルをクリックで詳細表示画面（p.8）へ
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【検索結果詳細画面】

図書・雑誌の詳細表示画面を見てみましょう。

👈👈 この資料を所蔵している

大学図書館等が一覧で
表示されます。
滋賀県立大学図書館に
所蔵があるときは
一番上に表示されます。

所蔵館を地域ごとに表示できます

各
大
学
の
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
で

所
蔵
を
確
認
で
き
ま
す
。

3-2.詳細表示画面（ CiNii Books ）

タイトル

著者情報

書誌事項
タイトル、著者名、
シリーズ名、出版者、
出版年など

所蔵へのリンク
（p.13参照）

内容説明・目次

関連文献
シリーズに含まれている図書の情報にはシリーズ名が、
シリーズ名の情報にはそのシリーズに含まれる図書が表示されます。

p.8



4-1. CiNii Dissertationsの使い方
CiNii Dissertationsは、国内の大学および独立行政法人大学評価・学位授与機構が
授与した博士論文の情報を検索できるサービスです。

【簡易検索】キーワードを入力し、簡単に検索できます。

【詳細検索】検索対象とする項目を細かく指定できます。

検索窓には空白（半角・全角）
区切りで複数のフリーワードを
入力できます。（AND検索）

検索対象を限定できます。
✓「すべて」→全ての博士論文を対象に検索
✓「本文あり」

→デジタル化された本文がある博士論文を対象に検索

詳細検索を使うときは
ここをクリック

「タイトル」「抄録・目次・注記」「著者名」「学位授与大学名」「大学ID」
「学位授与番号」「取得学位名」「学位授与年」の各入力欄があります。

また、複数の検索条件を掛け合わせて検索できます。
（p.14 検索のポイント参照）

p.9



4-2. 博士論文検索結果一覧
フリーワードで検索してみましょう。例：「ロボット 介護」

キーワードを追加すると、さらに絞り込んだ検索ができます。

表示件数とソート順を指定できます。

「著者名」「学位授与大学」
「取得学位」「学位授与番号」
「学位授与年月日」が表示されます。

タイトルをクリックで詳細表示画面（p.11）へ

p.10



4-3.詳細表示画面（ CiNii Dissertations ）

詳細表示画面を見てみましょう。

タイトル・著者名

「機関リポジトリ」または
「国立国会図書館デジタルコレクション」で

👈👈 公開されている場合、アイコンが表示されます。

アイコンをクリックすると公開されているweb     
ページへ移動します。

書誌事項

注記・抄録、目次

論
文
に
関
す
る
詳
細
な
デ
ー
タ
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機関リポジトリの論文へ
のリンク（p13参照）

J-STAGEの論文への
リンク

日経BPの本文へのリン
ク（学内でのみ閲覧可）

国立国会図書館デジタル
コレクションの記事本文
へのリンク

日本農学文献記事索引へ
のリンク

情報処理学会の記事本文
へのリンク

人工知能学会の記事本文
へのリンク

日本建築学会の記事本文
へのリンク

出版者の本文へのリンク（CrossRefまたはJapan Link Center）

5-2. 本文へのリンク

雑誌に電子版が存在する場合、CiNii Books雑誌詳細表示画面から雑誌の本文が
公開されているWebページへ遷移できます。

オレンジのアイコンをクリックすると、
雑誌本文が公開されているwebページに移動します。

5-1. 雑誌本文へのリンク

CiNii Articles・CiNii Dissertationsで表示される本文へのリンクを紹介します。

p.12

http://ci.nii.ac.jp/naid/120005894437
http://ci.nii.ac.jp/naid/120005894437
http://ci.nii.ac.jp/naid/170000073738
http://ci.nii.ac.jp/naid/170000073738


5-3. 機関リポジトリへのリンク
機関リポジトリは国内の大学等による、自機関の構成員による成果等を収集し
公開しているデータベースです。
検索窓に「音楽療法 高齢者 集団」と入力してみましょう。

国内の大学の紀要等に掲載されている場合などは、オレンジアイコンのうち
「機関リポジトリ」をクリックすると、論文本文が公開されているweb
ページに移動します。（この場合は県立大学のリポジトリ）

クリックすると本文PDFが表示されます。

p.13



 数字、アルファベットの大文字と小文字、全角と半角は区別しません。
 漢字以外の一文字での検索はできません。
 空白文字を含む文字列で検索したい場合は「” (ダブルクォーテーション)」で文字列を括ります。

例：”soil pollution”(詳細検索のみ)
 完全一致検索で検索したい場合は「/ (スラッシュ)」で文字列を括ります。

例：/情報処理/
 前方一致検索で検索したい場合は「* (アスタリスク)」を文字列末尾につけます。

例：work*
 漢字表記や送り仮名の違いによって検索結果が変わる場合があります。

例：遺伝子組み換え 遺伝子組換え 遺伝子組み替え 遺伝子組替え
 論理演算検索
 AND検索

複数入力したすべてのキーワードを含むものを検索します。
空白文字(半角・全角空白どちらでも)、「△＆△」(△は空白文字、以下同様)で区切り検索をします。
例：「情報処理 デジタル」「情報処理 ＆ デジタル」

→情報処理とデジタル両方を含むもの検索します。
※「情報処理 AND デジタル」では検索できません。(ANDの文字も検索されるため)

 OR検索
複数入力したすべてのキーワードのいずれかを含むものを検索します。
「△OR△」（ORは全角/半角・大文字）、または「△|△」で区切り検索します。
例：「情報処理 OR デジタル」「情報処理 |  デジタル」

→情報処理とデジタルいずれかを含むものを検索します。
 NOT検索

複数入力したキーワードで、直後のキーワードを含まないものを検索します。
「△NOT△」(NOTは全角/半角・大文字)、または検索語の直前に「△-」(半角ハイフン)を入力し
ます。
例： 「情報処理 NOT デジタル」「情報処理 –デジタル」

→情報処理を含むが、デジタルを含まないものを検索します。
 丸括弧()を使った論理演算の優先度・・・丸括弧()を使って、論理演算の優先度を指定できます。

例：環境 ＆ (琵琶湖 OR びわ湖 OR ビワコ)
→環境を含み、かつ琵琶湖、びわ湖、ビワコのどれかを含むものを検索します。
「環境 琵琶湖」「環境 びわ湖」「環境 ビワコ」がヒットする。

例：(環境 NOT 琵琶湖) ＆ 生態
→環境を含むが琵琶湖を含まず、かつ生態を含むものを検索。
「環境 生態」はヒットするが、「環境 琵琶湖」「生態 琵琶湖」はヒットしない。

医中誌Webへのリンク。該当論文
の詳細情報が確認できます。

NDL ONLINEの雑誌記事索引へのリ
ンク。

CiNii Booksへのリンク。図書・
雑誌詳細表示画面が表示されます。

滋賀県立大学SFXへのリンク。滋賀県
立大学図書館の所蔵を確認できます。

6. 検索のポイント

5-4. 所蔵へのリンク
CiNii Articlesで表示されるリンクアイコンを紹介します。

CiNii Booksで表示されるリンクアイコンを紹介します。

Webcat Plusへのリンク。
図書・雑誌情報ページが表示されます。

国立国会図書館サーチへのリンク。
国立国会図書館サーチの検索結果
が表示されます。

カーリルへのリンク。（カーリルとは、

全国の図書館の蔵書情報が検索できるサービス）

WorldCatへのリンク。
書籍情報ページが表示されます。

p.14
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