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CiNiiとは

放送大学附属図書館 3

• CiNii（NII学術情報ナビゲータ[サイニィ]）は、NII（国立情報学研究所）
が提供する、論文や図書・雑誌などの学術情報で検索できるデータベー
ス・サービス。

• 「CiNii Articles -日本の論文をさがす」「CiNii Books -大学図書館の本を
さがす」「CiNii Dissertations -日本の博士論文をさがす」がある。

• 「CiNii Articles -日本の論文をさがす」では、大学研究紀要・国立国会図
書館の雑誌記事索引データベースなどの学術論文情報を検索できる。
※このマニュアルでは「CiNii Articles -日本の論文
をさがす」の使い方を紹介。 http://ci.nii.ac.jp/

※以後CiNii Articlesを、CiNiiと記載している。
• 「CiNii Books -大学図書館の本をさがす」では、全国の大学図書館等が所
蔵する本（図書・雑誌）の情報を、「CiNii Dissertations -日本の博士論文
をさがす」では国内博士論文を検索できる。

CiNii収録データベース（抜粋）
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データベース名
（提供機関）

収録デー
タベース
記号

解説 収録件数

NII-ELS 学協会刊行物
（国立情報学研究所） NII-ELS

◎論文本文へのリンクあり◎抄録があれば収録
国内の学協会が発行する学術雑誌に掲載された論文について、ページをそ
のまま画像データ（PDF形式）として蓄積。本文の参照を可能にしたデー
タベースです。

約365万件

NII-ELS 研究紀要
（各大学の共同入力） NII-ELS

◎一部論文本文／外部リンクあり◎一部抄録あり
国内の大学等が刊行する研究紀要に掲載された記事情報を収録したデータ
ベースです。

約150万件

引用文献索引データベース
（国立情報学研究所） CJP書誌

CJP引用

◎引用情報があれば収録
国内の自然科学分野の学術論文誌・学協会刊行物に掲載された論文につい
て、論文とその論文が引用している文献との関係がわかるように作られた
データベースです。収録期間：1992年 、雑誌により異なります

書誌：約200万
件
引用：約2300
万件

J-STAGE
（独立行政法人科学技術振興機

構）
J-STAGE

◎論文本文へのリンク◎抄録あり
国内の学協会の電子ジャーナルを提供するデータベースです。 約200万件

機関リポジトリ
（各大学） IR

◎論文本文へのリンク◎一部抄録あり
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。

約100万件

雑誌記事索引データベース
（国立国会図書館） NDL

◎書誌情報のみ
国立国会図書館が収集する国内刊行の雑誌のうち、学術誌・大学紀要・専
門誌を中心として、人文・社会／科学・技術／医学・薬学と、あらゆる分
野の記事に関するデータを収録した国内最大の記事索引データベースです。

約1,140万件

収録データベース一覧は、http://support.nii.ac.jp/ja/cia/cinii_db を参照

放送大学ディスカバリーサービス
では検索対象外



放送大学構成員がCiNii で出来ること
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無料（一般公開）で：
・論文検索
・論文検索結果一覧の表示
・論文詳細情報の表示
（一部学会誌の抄録、引用情報は利用不可）
・無料一般公開本文コンテンツの閲覧

機関認証（キャンパス内で、またはリモートアクセスで）：
・論文詳細情報（抄録、引用情報含む）の表示
・放送大学附属図書館OPACへのリンクなど

※放送大学はCiNii「機関認証」利用可

アクセスの仕方
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自宅等から使う場合は
「リモートアクセス」
から。
学習センターから使う
場合は「CiNii」から、

（つづく）

ログインする

「CiNii」をクリック

画面右上に「放送大学学園」と表
示されていれば、学内と同じ環境

（つづき）または、電子
ブック・電子ジャーナ
ルのページから。



検索の仕方（簡易検索）

放送大学附属図書館 7

•簡易検索（最初に開く画面） フリーワード入力欄に、
論文タイトル、著者名等、
検索したいキーワードを入力し、
検索ボタンを押して検索する。
論文情報全体を、入力したキー
ワードで検索する。
ただし参考文献は検索対象外。

検索対象を絞って検索することも
可能。
「本文あり」を選択すると、CiNiiに
論文本文がある学協会刊行物や研究
紀要を対象に検索する。
ただし、未公開や有料の論文も含ま
れるので、検索したものをすべて
閲覧できるとは限らない。

検索の仕方（詳細検索）
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簡易検索の画面で「詳細検索」
をクリックすると、論文タイト
ルや著者名、出版年など、検索
条件を細かく設定できる。



複雑な検索方法
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入力（例） 検索結果（例）
AND検索 情報処理△ディジタル

情報処理△&△ディジタル
(※△は空白文字。以下同様)

「情報処理」「ディジタル」の
両方を含むレコードを検索

OR検索 情報処理△OR△ディジタル
情報処理△|△ディジタル

「情報処理」「ディジタル」の
いずれかを含むレコードを検索

NOT検索 情報処理△NOT△ディジタル
情報処理△-ディジタル

「情報処理」を含むが、「ディ
ジタル」を含まないレコードを
検索

※丸括弧()を使って、
優先度を指定

教育△(情報処理△OR△ディ
ジタル)

「情報処理」と「ディジタル」
のどちらかを含み、かつ｢教
育」を含むもの

完全一致検索 /安達淳/ 「安達淳」のみヒットする。
「安達淳二」、「森安達淳」は
ヒットしない。

検索のヒント
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•漏れなく検索するにはORで複数のキーワードを検索

（例）
子ども OR 子供 OR こども
青色発光ダイオード OR 青色LED
ICT OR 情報通信技術
パート OR アルバイト OR 非常勤

論文著者が書いたとおりの言葉で検索しないとヒット
しないことに注意。
漢字とひらがなの表記の違い、同義語、類義語



検索結果一覧画面
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• 検索結果が一覧で表示される。

検索結果一覧の表示件数や
表示順を変更できる。

タイトルをクリックする
と、詳細表示画面へ移動

検索結果詳細表示画面

放送大学附属図書館 12

CiNiiから論文本文へのリンクがある場合は、「この論文に
アクセスする」にオレンジ色のアイコンが表示される。
主なアイコンについては次ページで説明。

CiNiiから論文本文が見られない場合は、
これらのアイコンから冊子の所蔵などを
探す。詳しくは後述。

刊行物名、巻号、ページ数、出版年等が表示されている。
文献複写依頼の際や、引用文献リスト作成の際に、論文
タイトルと合わせて必要。



論文本文へのリンクのアイコン（抜粋）

放送大学附属図書館 13

アイコン 説明
誰でも無料で閲覧可能。

提供学協会の意向により、刊行後一定期間は利用不可。（利
用不可期間はアイコンをクリックすると表示される。）
大学や機関等、外部機関のサイトの本文へのリンク。クリッ
クすると外部のサイトに移動（一部有料）。
各機関リポジトリの詳細画面へ移動。移動先で論文PDFファ
イルが公開されていれば無料で閲覧可能（一部書誌データのみ）。
J-STAGEの抄録ページに移動。「フリー」と表示されていれ
ば無料で閲覧可能。
情報処理学会のページに移動。「オープンアクセス」と表示
されていれば無料で閲覧可能。

上記のようなオレンジ色のアイコンが表示されたら、とりあえずクリック！

論文本文が見られなかった場合 -1-
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•検索結果から論文本文(PDF)が利用できなかった場合、
(1)Googleで検索してみる。

CiNii検索結果からはリンクがなくても、学会のウェブページ等、
インターネット上に論文本文が公開されている場合がある。Googleで
”論文タイトル”を検索してみよう。
（論文名をダブルクォーテーションで囲むとフレーズ検索になる。）

(2)「この論文をさがす」にあるアイコンから、所蔵図書館を探す。
（直接利用可能な図書館があるか。雑誌の場合、閲覧したい論文が掲載されている巻号を
所蔵しているかを確認する必要があるので注意。）

医中誌Webは放送大
学では利用不可 国会図書館の

所蔵を探す

他大学図書館
の所蔵を探す

放送大学図書館
の所蔵を探す

※論文によって表示されるアイコンが
異なる場合がある



論文本文が見られなかった場合 -2-
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(3)「この論文をさがす」にある「関連情報」アイコンから、
文献複写を放送大学附属図書館へ依頼（有料）する。

ここをクリックすると、放送大学認証システムが
開くのでログインして、文献複写依頼画面にすすむ。
論文タイトル等の論文書誌事項が流用されるので
手入力しなくてよい。

初めて申込みされる方は、先にここをクリックして、
サービス内容を確認してください。

引用している／されている論文を知る
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参考文献、
被引用文献の件数

参考文献、被引用文献参考文献：
現在表示している論文が引用して
いる論文

被引用文献：現在表示している論
文を引用している論文

CiNiiでは、検索した論文が引用
している論文、引用されている
論文を知ることができる。
（CJP書誌に登録されている
一部データのみ）



CiNiiヘルプ
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CiNiiのヘルプ画面で、CiNiiに
ついての詳細や、利用マニュ
アルについて確認できる。

このマニュアル作成にあたっては、CiNiiヘルプのWebページ
を参照した。


