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CiNii (Articles)（呼称：サイニイ）とは

 CiNii (Articles)（NII論文情報ナビゲータ）は、
国内で 刊行された論文情報を分野を問わず検索
できる 論文データベース・サービスです。

 CiNii (Articles)に収録のデータベース

 国会図書館雑誌記事索引データベース(NDL)

 学協会刊行物、大学研究紀要(NII-ELS) 全文情報

 各大学機関リポジトリ(IR) 全文情報

 引用文献検索データベース(CJP)

 J-STAGE 全文情報
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CiNiiへの接続

•理療科の方のページ
(https://www.tulips.tsukuba.
ac.jp/otsuka/r/)
からリンクされています。

・一覧のCiNiiを選択して

接続してください。
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簡易検索と詳細検索

 簡易検索（フリーワード入力欄での検索）

 入力した文字列が、登録されているデータ（参考文献を除く）のどこか
に記述されているレコードを探します。

 空白文字（半角・全角空白）区切りで複数のキーワードを入力できます。
この場合はAND（=両方を含む）検索となります。

 詳細検索

 検索する言葉がどの項目に現れるのかを指定して、詳しく検索すること
ができます。→ たとえば出版された年を指定する など

＜検索の共通ルール＞

 AND以外の論理演算（OR, NOT）検索も可能。

 完全一致検索（/で文字列を括る）、前方一致検索（*を末尾につける）

 フレーズ検索（空白文字を含む文字列での検索）をする場合は「”（ダ
ブルクォーテーション）」で文字列を括ります。(例：”information 

science”) **フレーズ検索は英文字と数字のみ対象です**
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簡易検索 検索語の入力

 「ストレスへの対応」に関する論文を探す場合

①ストレス 対応 と単語を空白で区切って検索

（→AND検索＝「両方を含む」検索 になります）

②ストレス対応 と空白なしで検索
 ①と②の件数の違いを確認しましょう

 プルダウンメニューで表示順を変更できます

★注意：簡易検索は、論文情報全体からの検索になります。
→論文名のみを検索するときは、詳細検索を使います。
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検索結果一覧表示

 詳細表示を見るには、論文名をクリックします
 本文リンクがある場合は、全文を見ることができます

 本文リンクアイコンが出たら、 。
 有料や、非公開の場合には、複写申込手続（有料）へ

進む

論文の書誌情報

論文タイトル・著者名・収録刊行物
のタイトル・巻号ページ・発行年月
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Click!



検索結果一覧表示 バリエーション

 データによって表示される項目や形式が異なる
（収録データベース<NDL,NII-ELS,CJP etc..>によって設

けられている項目が異なるため）

この論文を引用している文献
（ＣＪＰのデータにのみ表示）

文献データは詳細表示の末尾に表示

抄録がある場合は一部表示
全部見るには詳細表示へ
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この論文が引用している文献
文献データは詳細表示の末尾に表示



検索結果詳細表示
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論文を収録している
刊行物の書誌情報

論文タイトル
および著者名

外部データベースへのリンク、
ＯＰＡＣ・Tulips Linkerへのリ
ンク

その他の本文リンク

本文有！



リンクアイコン

 論文の収録刊行物が本学にあるか調べ
ます。複写を申し込む前にまずここを
確認

 論文の複写を申し込むのはこのボタン。
他にもRefWorksに論文データをイン
ポートしたり、いろいろなことができ
る強力なボタン

 医学中央雑誌（医学関係のデータベー
ス）へのリンク

 収録刊行物の情報や所蔵館（大学・研
究機関等）をチェックできます
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1.

本文リンクのない論文を入手するには

大塚図書館で所蔵しているか確認

ＯＰＡＣボタン から

 がなければ図書館WEB

サイトの蔵書検索OPACで検索

電子ジャーナルがあるか確認
方法1.Tulips-Linker              から

方法2.図書館ホームページの電子ジャーナルから
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2.

1.

2.

大塚図書館にも電子ジャーナルにもなければ
Tulips-Linker            から文献複写申込み手続きに



文献複写申込みについて

 図書館Webサービスを使うとインターネットで申込できます。
開館時間内は紙での受付もしています。

学内の図書館（中央、体芸、医学、図情）

経費：1枚20円

日数： ３～４日（土曜・日曜を除く）

学外の図書館

経費：1枚30円～60円（依頼先により異なる）+郵送料

速達扱い：+280円、その他依頼先によっては消費税等が加算され
ることも

日数：日本国内で1週間～10日前後

 著作権法31条複製権の制約があります。

例えば図書等の全ページ複写・雑誌の最新号の複写はできません。
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ボタンからの文献複写申込み１

 項目が英語で表示さ
れたら、ウインドウ
右上のメニューから
「日本語」を選択

 「文献複写申込（私
費）」を申し込むを
クリック
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ボタンからの文献複写申込み２

巻号が転記されない場合が
あります。CiNiiのデータと

照合しましょう。転記され
ていなければ補記を

姓と名がひっくり
返って転記される

ことがありますが、
このままでOK
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ボタンからの文献複写申込み３

受け取りたい図書館を
選択

筑波地区にあることが
分かっている場合は

ご入力ください
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急ぎの場合は速達を
（料金かかります）

必要を選ぶとカラー
ページはカラー複写



ボタンから文献複写申込みができ
るようになるために

 理療科の方のページの

10番目「マイライブラリ」
から

1. メールサービス登録

2. ILL利用登録（私費）

を済ませておく必要があり
ます。
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手続の済んでいない方は、
講習会終了後またはお時間
のある時にぜひご登録を



CiNiiを学外から使うには

 検索結果一覧表示・オープンアクセスの論文閲覧は学外から
でも可能。

 検索結果詳細表示のTulips-Linkerアイコン・定額アクセス
の論文閲覧は、筑波大学内からしか利用できません

 学外から学内と同じ機能を使うための方法は2種類

1. EJ・DBリモートアクセスサービス（Tulips Warp）を
利用する

2. サイトライセンス個人IDを取得する

★有料コンテンツのPay Per Viewを利用するなら「サイトライセ
ンス個人ID」を取得するのがおすすめ

※オンラインで文献写依頼をするには事前登録「オンラインによる文献
複写・図書借用申込利用登録（私費）」が必要
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CiNiiを学外から使うには １
(リモートアクセスサービスの利用)

 EJ・DBリモートアクセスサービス（Tulips-Warp）
をご利用いただくと、学内からのアクセス時と
同じ機能が利用できます。
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Click!

利用範囲「学内」→学内でのみ利用可能
リモートアクセス可 / アイコンから接続

筑波大学図書館トップページから



＜登録のメリット＞

 無料で学外からも利用できる
（大学の契約で許可された無料コンテンツのみ）

 有料コンテンツも割安に利用できる

登録はCiNii画面右上の新規登録ボタンから
→「サイトライセンス個人ID申請をする」へ

 個人ID申請とサイトライセンス個人ID申請がありますが、

必ずサイトライセンス個人ID申請 を選んでください。
（個人ID申請は登録料がかかります。）

 サイトライセンス個人ID申請は学内の端末からのみ可能です。

利用規程同意→メールアドレス入力→届いたメールを開いてURL
にアクセス→ 利用者情報入力 → 支払いカード情報 入力
（クレジット決済）→ 手続き完了 →   すぐ使えます

CiNiiを学外から使うには ２
(サイトライセンス個人IDの申請１)
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CiNiiを学外から使うには ２
（サイトライセンス個人IDの申請2）

1. 利用規定 ⇒ 「同意する」をクリック

2. 仮登録 ⇒ メールアドレスを入力 ⇒ 登録

3. 登録アドレスにメールが届くので、２週間以内
にメール本文記載のURLから本手続きを行う。
（この手続きも学内端末からのみ可能）

Webブラウザで学内の端末から閲覧可能なメールア
ドレスを使用するのがおすすめ。

（Gmail, yahooメールなど）

19



CiNiiを学外から使うには ２
（サイトライセンス個人IDの申請3）

 利用者情報入力画面

「パスワード」→指定のルールに従い設定を
（IDは自動的に割り振られます）

「職名」 → 大学院生

「種別」 → 日本：国立大学

「学部学科・部署」 → 「ビジネス科学研究科」
「人間総合科学研究科」etc.

連絡先住所・電話番号 → 自分の住所・ 電話
番号を！（×筑波大学の住所）

従量制コンテンツ限度額 → 有料コンテンツの
利用限度を設定できる
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 検索結果を取り込むには、必要な文献にチェックをつ
けて画面上部を以下のように指定し、実行ボタンをク
リック

 RefWorksにログインすると自動的に取り込まれる（既
にアカウントを取得している場合）

 参考文献リスト作成や文献管理に役立つツール
ご利用にはアカウント設定が必要。

別途講習会で詳しくご案内します。

検索結果をRefWorks(文献管理ツール)

へダウンロード
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Ref Works 講習会
2015年6月6日(土)

13:10-14:10



その他の論文データベース紹介

 医学中央雑誌（学内のみ）：国内の医学文献情報データベー
ス

 D1-Law.com, Westlaw Japan : 国内の法律・判例文献のデー
タベース

 特別支援教育総合研究所データベース：
http://www.nise.go.jp/cms/7,0,33,144.html

この他にも様々なデータベースがあります。図書館Webページの
DB一覧からどうぞ。
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/database/database_category_ja

.html
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http://www.nise.go.jp/cms/7,0,33,144.html

