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1. 概要 

 CiNii（サイニィ）…「NII（国立情報学研

究所）学術情報ナビゲータ」。国内の大学等が所蔵

する論文、図書・雑誌や博士論文などの学術情報で

検索できる。誰でも利用できる。CiNii Articles、

CiNii Books、CiNii Dissertations の三つがある。 

 

 SFX…リンクリゾルバ。各種データベース

や図書館システムを相互にリンクさせ、スムーズ

な文献の入手を支援するシステム。  

 20 分 

でわかる 
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2. 検索の流れ(CiNii Articles ・ SFX) 

 CiNii Articles…学協会刊行物・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、学術論文情報を検索の対象とする論文データベース・サービス。 

 

2.1. キーワードを入力する 

 

 

  

◎ キーワード入力のポイント 

AND 検索 キーワードをスペースで区切って複数入力すると AND 検索になる。 

例 糖尿病 小児 

完全一致検索 キーワードを /（スラッシュ）※で囲むと完全一致検索ができる。 

例の場合、「安達淳」は検索されても「森安達淳」は検索されない。 例 /安達淳/ 

前方一致検索 *（アスタリスク）※を文字列の最後に付けると前方一致検索ができる。 

アルファベット、数字などの 1 バイト文字にしか使用できない。 

例の場合、「worker」は検索されても「homework」は検索されない。 

例 work* 

大文字小文字の区別 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ない。 

例 aids AIDS 

フレーズ検索 スペースを含む語を検索する場合は“（ダブルクォーテーション）※で囲むと

フレーズ検索ができる。 

アルファベット、数字などの 1 バイト文字にしか使用できない。 

例 "critical care" 

※…半角  

キーワードを入れて

検索してみましょう 

なるべく本文が見られるものに絞

り込みたい場合は、こちらを選択 

クリックでその他の 

検索項目が表示される 
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2.2. 検索結果一覧をみる 

 

 

 

 

2.3. 検索結果を保存する（Excel 2013の場合） 

 

 

 

 

被引用文献数、参考文献数の

表記がある（全部ではない） 

①必要な文献にチェック 

②「TSVで表示」を選択

して「実行」 

③右クリックで「すべて選択」 

④再度右クリックで「コピー」 

？  被引用数 

多ければそれだけ他の文献に影響を与えてい

るとも言える。また、引用している文献をた

どれば研究のその後を追うことが出来る。 

 

「J-STAGE」で 

本文閲覧可 

「被引用件数：多い順」を選

択して表示してみましょう 
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⑤メモ帳に貼り付け、デスクト

ップなどに保存 

⑥Excel を開き、「データ」→「外

部データの取り込み」から「テキ

ストファイル」を選択 

⑦先ほど保存したファイルを選

択して「インポート」 

⑧「先頭行をデータの見出しと

して使用する」にチェックをし、

「次へ」を二回クリックしてテ

キストファイルウィザード 3/3

へ 

⑨「ISSN」や「出版日付」、「ペ

ージ」など数字で表記されてい

る列をクリックし、「列のデータ

形式」を「文字列」に変更して、

「完了」をクリックする→「OK」 

⑩Excelで開いたら名前を付けて

保存する 
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2.4. SFXで本学の所蔵を調べる 

 

 

 

 

  

検索結果一覧画面に戻り、 

「全文情報（SFX）」をクリックしてみましょう 

クリックすると 

外部データベースを検索する 

本学の所蔵状況が表示される 

医中誌 web や PubMedでは 

このようなボタンが表示される 
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2.5. SFXで文献複写を申し込む(院生・教職員のみ) 

本学に所蔵がない場合、SFX の画面から文献複写を申し込むことが出来る。 

 

 

 

  

①マイライブラリにログインした

状態で文献を検索する 

②SFXの画面で「アドバンスサー

ビス（関連情報）」タブをクリック 

③「文献複写を申し込む」を

クリック 

文献の情報が 

自動的に流し込まれる 

！！ 院生、教員、職員以外の方は複

写申込書（カウンターに備え付けの用

紙、または「文献複写（学部生用・守

山キャンパス）」をクリックし印刷）

に記入し、図書館カウンターに提出し

て申し込んでください。 

④支払い区分、通信欄などを記入して

「確定に進む」をクリック→内容を確

認して「この内容で依頼」をクリック 
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3. 応用検索 

 

3.1. 検索式を作る 

 

 

◎ 検索式入力のポイント 

AND,OR,NOT AND、OR、NOT（論理演算子）を使える。大文字で入力する。 

「キーワード OR キーワード」のようにスペースで区切って入力する。 

( )丸括弧 ( )（丸括弧）を使って演算の順序を変えることが出来る。 

例 (アロマセラピー OR アロマテラピー OR 精油) (睡眠障害 OR 不眠症) 

  

 

 

  
？  論理演算子  

 

 

 

 

A AND B 

【論理積】 

A OR B 

【論理和】  

A NOT B 

【論理差】 

検索式を入力できる 
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4. CiNii Books 

 CiNii Books…全国の大学図書館等が所蔵する本（図書・雑誌）の情報を検索できる。 

 

4.1. キーワードを入力する 

 

 

キーワード入力のポイントは CiNii Articles と同様 

 

4.2. 検索結果一覧を見る 

 

 

4.3. 詳細を見る 

 

キーワードを入れて

検索してみましょう 

タイトルをクリック 

して詳細をみましょう 

出版年などで並べ替えできる 

所蔵館が一覧できる 

館名をクリックすると住所

や連絡先、利用方法等が表

示される 

その図書館の 

蔵書検索へのリンク 
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5. CiNii Dissertations  

 CiNii Dissertations…国内の大学等学術機関のリポジトリにて公開されている博士論文、国

立国会図書館が所蔵する博士論文について一元的に検索することができる。 

 

5.1. キーワードを入力する 

 

 

キーワード入力のポイントは CiNii Articles と同様 

 

5.2. 検索結果一覧を見る 

 

 

 

 

 

 

キーワードを入れて

検索してみましょう 

なるべく本文が見られるものに絞

り込みたい場合は、こちらを選択 

機関リポジトリへのリンク 

国立国会図書館デジタル

コレクションへのリンク 

？  機関リポジトリ 

…大学等の研究機関が作成している知的

生産物を電子的形態で集積・保存・公開

するための電子アーカイブシステム。博

士論文や紀要を PDF で公開しているこ

とが多い。 

？ 国立国会図書館デジタルコレクショ

ン-限定公開…デジタル化資料送信サービ

ス参加館（長久手キャンパス）で閲覧でき

るものと、国立国会図書館内でのみ閲覧で

きるものがある。 


