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達成目標

CiNii Articles で

・検索テクニックを使って、工夫して論文を探せる！

・必要な論文を入手し、見つけた論文情報を管理する！
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日本語論文の探し方
（CiNii）

1．検索テクニックを使う
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CiNiiにアクセスしよう

個別に検索

まとめて検索

学外からアクセスしたい場合は
からログインしよう

UTID-13/統一認証パスワード

：リモートアクセス可R

R
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CiNiiで使える検索方法

検索方法 できること
フリーワード検索

(簡易検索) 思いついたキーワードで広く検索できる

詳細検索 キーワードや条件を追加して、絞り込んで検索できる

著者検索 著者名で検索できる

全文検索 検索したキーワードが、登録されている論文本文
(PDF)内に含まれているか検索できる
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CiNiiの検索テクニック（基礎編）
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入力 検索結果

AND 検索
情報処理 デジタル
情報処理 ＆ デジタル
情報処理 AND   デジタル

「情報処理」｢デジタル」
両方を含む

OR 検索 情報処理 OR デジタル 「情報処理」｢デジタル」
どちらかを含む

NOT 検索 情報処理 NOT デジタル 「情報処理」を含むが
「デジタル」を含まない

・キーワードは大文字と小文字、全角と半角は区別しない。

情報処理 デジタル

論理否定（NOT検索）

論理積（AND検索）

論理和（OR検索）

デジタル AND 情報処理

デジタル OR 情報処理

デジタル NOT 情報処理

★ポイント★

・検索演算子（AND, OR, NOT）は必ず大文字で。



CiNiiの検索テクニック（応用編）
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入力 〇：ヒット ✕：ヒットしない

完全一致 検索 /情報処理/ ○：情報処理
×：情報処理学会論文誌

前方一致 検索 work*
※ アルファベットと数字のみ対象

〇：worker, working
×：homework

フレーズ 検索
“liquid crystal”
※ 空白文字(全角・半角)を含む文字列で検索
※ アルファベットと数字のみ対象

〇：nematic liquid crystal
×：crystal in liquid

・林明 ⇒ 林明、小林明、林明彦、東海林明美 …
・/林明/ ⇒ 林明 のみ

完全一致検索を著者名で使う例
名前のどこかに「林明」という
文字列があるのでヒットするが
最初の「林明」以外は不要（ノイズ）



検索式の作り方

SNS （災害 OR disaster） NOT 情報処理学会論文誌

SNS と 災害 に関する論文が読みたい。

必須
キーワード

必須キーワードの
類義語をORでつなげて

（ ）で括る

不要なキーワード・
データを

NOTで除外する

雑誌「情報処理学会論文誌」の掲載論文はすでに入手済み。

例)
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演習１ まずは検索してみよう！

自分が調べたいテーマについて
複数のキーワードを使って、
フリーワード検索してみよう！

３分

ｚ
動画を止めてから、演習に取り組もう。
演習ができたら、解説をします。
演習が終わったら、動画を再生してください。
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11

チェックポイント

・検索結果の数、使ったキーワード、検索式はメモしよう。

・検索テクニックを使ってみよう。

・調べたい論文は見つかりましたか？



読みたい論文は
見つかりましたか？

12

検索結果が
多すぎる…。 検索結果が

少なすぎる…。

ほしい論文が
見つからない…。

文献探索は試行錯誤



次の動画について

２．工夫して論文を検索する

次の動画では、検索結果が少ない時や多すぎる時に

2．1 検索結果が少ない時
2．2 検索結果が多い時

役立つ論文検索のコツをお話しします。
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日本語論文の探し方
（CiNii）

２-1. 検索結果が少ない時
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検索結果が少ない時どうする？

1 広い概念の言葉（上位語）に変更する
例) サッカー、野球、水泳の上位語 → スポーツ or 運動

２ 同じ意味の言葉をORでつなぐ
例) いじめ → いじめ OR 暴力 OR 体罰

3 引用文献、被引用文献を確認する
例)Aの論文が引用している／Aの論文を引用している論文を探す

A
論文

Aの論文が
引用している

Aの論文を
引用している引用 被引用

文献 文献
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大切なのは ”キーワード”

(2) 表記の違い(言語・表記のゆれ)、類義語、同義語、関連語なども

(1) 日頃からキーワードを収集する

いろいろな検索を試せるように
キーワードを準備しておこう！

例) CiNiiで「癌」というキーワードを
検索した時の件数

がん 134,036件 (ひらがな）

癌 390,997件 (漢字)

ガン 47,094件 (カタカナ)

調べておく

cancer 274,607件 (英語) 2021/10/15時点
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キーワードの収集方法
(1) 辞書・事典類で探してみる

例) 紙の辞書・事典類 / JapanKnowledge Lib などを使う

(3) よい論文、参考文献に登場するキーワードを見てみる

(2) 専門書・研究書の目次や索引から探してみる

例）CiNiiの論文詳細画面の「関連キーワード」
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ツールを使ってみる
キーワードの同義語、類義語、関連語、上位/下位語などを
ツールを使って調べてみる

●Weblio類語辞典

●Web NDL Authorities
同義語、類義語、関連語を調べることができる

国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス

●JSTシソーラスmap
JST科学技術用語辞書における用語間の関係性を一目で把握できるmap

← これから詳しく紹介します
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JSTシソーラスmapとは？
・国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)によって運営
・科学技術用語を意味のつながりとして1つのmapで表現している

・上位/下位語、同義語、関連語、異表記語など
一目で分かりやすく、検索キーワードの参考になる!

mapの例

JSTシソーラスmap: https://thesaurus-map.jst.go.jp/jisho/fullIF/index.html (アクセス日：2021/10/11) 19

https://thesaurus-map.jst.go.jp/jisho/fullIF/index.html


発光ダイオードと検索した場合
上位語

下位語

関連語共出現語

JSTシソーラスmap: https://thesaurus-map.jst.go.jp/jisho/fullIF/index.html (アクセス日：2021/10/11) 20

https://thesaurus-map.jst.go.jp/jisho/fullIF/index.html


さまざまな機能

↑表示をクリック ➀リストパネル
②同義語・異表記語パネル
③グラフパネル

JSTシソーラスmap: https://thesaurus-map.jst.go.jp/jisho/fullIF/index.html (アクセス日：2021/10/11) 21

https://thesaurus-map.jst.go.jp/jisho/fullIF/index.html


➀リストパネル

マップに表示されている用語を
一覧で表示するパネル

用語を階層的に
把握する時に
便利です！

JSTシソーラスmap: https://thesaurus-map.jst.go.jp/jisho/fullIF/index.html (アクセス日：2021/10/11) 22

https://thesaurus-map.jst.go.jp/jisho/fullIF/index.html


②同義語・異表記語パネル

マップの中心となっている
用語の同義語・異表記語を
一覧で表示するパネル

検索キーワードに
困った時に
役立ちます！

JSTシソーラスmap: https://thesaurus-map.jst.go.jp/jisho/fullIF/index.html (アクセス日：2021/10/11) 23

https://thesaurus-map.jst.go.jp/jisho/fullIF/index.html


③グラフパネル

マップの中心となっている用語と
同一文献に出現している
用語を表示するパネル

どのような用語と
使われているのか
確認してみましょう！

JSTシソーラスmap: https://thesaurus-map.jst.go.jp/jisho/fullIF/index.html (アクセス日：2021/10/11) 24

https://thesaurus-map.jst.go.jp/jisho/fullIF/index.html


日本語論文の探し方
（CiNii）

２-２. 検索結果が多い時
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検索結果が多い時どうする？

1 別のキーワードを追加する
・AND検索で別のキーワードを追加して、検索対象を絞る

２ 不要なキーワードを除外する
・NOT検索で必要ないキーワードを除外する

3 詳細検索で検索対象を限定する
・著者、雑誌名、年代、本文ありなどで検索範囲を絞る
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絞り込み検索について

絞り込み検索：ポイントを絞った限定的な探し方

絞り込み過ぎには注意！

・違う検索キーワードを考えて繰り返し検索しよう！

・広い世界の一部しか知らず結論を出すのは危険
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次の動画について

演 解+３．演習 網羅的な検索をする

網羅的な検索方法について、
演習を交えて解説します！
演習の解説もありますので、
次の動画もご覧ください。
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日本語論文の探し方
（CiNii）

３．演習 網羅的な検索をする
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検索のコツ：論理演算子の優先度の指定について

(小学生 OR 児童) (食育 OR 食教育)

小学生 OR 児童 食育 OR 食教育

複雑な検索式を立てる時に役立ちます。

例えば…

「小学生」または「児童」の「食育」または「食教育」に関する論文を検索できる

CiNiiでは、丸括弧()を使って、論理演算の優先度を指定できる。

「小学生」または「児童かつ食育」または「食教育」となり膨大な検索結果となる
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検索のコツ：同じ意味の言葉をORでつなぐ

(小学生 OR 児童 OR children) (食育 OR 食教育 OR “food education”) 

例えば…

同じ意味の言葉をORで繋ぐことで、検索対象が広がり、
網羅的に検索することができます。

(小学生 OR 児童) (食育 OR 食教育)
検索結果：649件 ※2021/10/10現在

検索結果：1,174件 ※2021/10/10現在

複数の同じ意味の言葉をORでつなぐと、検索結果が増えた。

2単語以上の英数字の場合、
“”ダブルクォーテーションで括ると、
フレーズ検索ができます。
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演習2 網羅的な検索をする

調べたいテーマでフリーワード検索をしてみよう！
・キーワードを工夫しよう

５分

・OR検索を使ってみよう

動画を止めてから、演習に取り組みましょう！
演習が終わったら、動画を再生していただくと、
演習の解説が始まります。

・検索式を作ってみよう
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【演習解説】網羅的に検索する

CiNii Articlesで「小学生と食育」に関する論文を
網羅的に検索するデモンストレーションを行います。
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解説・ポイント

・キーワードの類義語をORでつないでみよう。

・同じ意味の類義語はカッコ()で括ろう。

・参考文献、被引用文献も確認し、関連論文もチェックしよう。

(小学生 OR 児童 OR children) (食育 OR 食教育 OR “food education”) 

デモの検索式
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次の動画について

4．演習 絞り込み検索をする

次の動画では、絞り込み検索について、
演習を交えて解説をします。

演習の解説もありますので、ご覧ください。

演 解+
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日本語論文の探し方
（CiNii）

４．演習2 絞り込み検索をする
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検索のコツ：キーワードを追加して絞り込む

小学生

食育と朝食

<小学生と食育において、特に朝食に関する論文を検索>

朝食 (小学生 OR 児童 OR children) (食育 OR 食教育 OR "food education")

検索結果を絞ることができる 検索結果：109件 (2021/10/13時点)

(小学生 OR 児童 OR children) (食育 OR 食教育 OR "food education")

検索結果が多い 検索結果：1,175件 (2021/10/13時点)

<小学生と食育に関する論文を検索>

「朝食」を追加して検索する
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検索のコツ：検索演算子を組み合わせる

① 小学生 OR 食育 AND 朝食 ② (小学生 OR 食育) AND 朝食

小学生

食育と朝食

小学生と朝食
両方を含む

食育と朝食
両方を含む

検索結果：
小学生または、
食育と朝食の両方を含む

検索結果：
小学生と朝食の両方または、
食育と朝食の両方を含む

両方を含む

検索結果：11,138件 検索結果：327件(2021/10/13時点) (2021/10/13時点)
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検索のコツ：詳細検索で検索条件を設定する

①

②
③

④

本文ありで絞り込み著者名で絞り込み

刊行物名(雑誌名)で絞り込み 年代で絞り込み 39



演習3 絞り込み検索をする

探したい論文にたどり着くために、
検索演算子や詳細検索を使って、

５分

絞り込み検索をしてみよう！

動画を止めてから、演習に取り組みましょう！
演習が終わったら、動画を再生していただくと、
演習の解説が始まります。

40



【演習解説】絞り込み検索をする
探したい内容：小学生の食育において、給食を除く論文

雑誌名：日本食育学会誌
検索範囲：過去３年分
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解説動画の検索例

(小学生 OR 児童 OR children) (食育 OR 食教育 OR “food education”) NOT 給食

デモの検索式

詳細検索の条件
本文：あり / 出版年：2018 - 2021年 /刊行物名：/日本食育学会誌/

・NOT検索を使って、不要な言葉を除外しよう

・詳細検索を使って、読みたい論文を絞り込もう
42



論文を効率よく探すには
網羅的な検索をしよう！
• 検索テクニックを使って、より高度な

検索をしよう

• 詳細検索を使って、適切に絞り込みを
しよう

• 並べ替えをして、検索結果を効率的に
確認しよう

• キーワードを見直してみよう

検索
テクニック 詳細検索

・
並べ替え

キーワードの
工夫

やり直しも大切

キーワードや検索方法をいろいろ試しながら、
もれのない文献探索を目指そう！
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次の動画について

5. 必要な論文を入手する

必要な論文を入手する方法、
検索した論文情報を管理する方法をお話します。

見つけた論文を管理する

卒業論文や修士論文を執筆する際に
役立つ情報です。ぜひご覧ください。
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日本語論文の探し方
（CiNii）

5．必要な論文を入手する

45



読みたい論文が
オンラインで
見つからない…。

筑波大学にはない
論文が読みたい…。

46



あきらめないで！
学外から論文を取り寄せてみよう！
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学外から論文コピー取り寄せ(有料/私費)

マイライブラリから

Webから依頼紙での申込み

レファレンスデスクに来館し、
紙の申込書に記入し、提出する

②オンラインによる文献複写・
図書借用申込利用登録をする

文献の受け取り

データベースで論文を検索し、
Tulips Linkerから文献取り寄せ
を申し込む

※利用登録方法の詳細は、manabaに掲載した参考資料(Prism No.117)でご確認ください。

※

①メールサービスの登録をする

48



CiNiiから論文取り寄せを申し込む(有料/私費)
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CiNiiから論文取り寄せを申し込む(有料/私費)

注） 私費での申し込み：申込者の自費でお支払い
校費での申し込み：大学の予算等でお支払い
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●ID
・学生証裏のバーコード番号（13桁）

●パスワード
・全学統一認証システムのパスワード

CiNiiから論文取り寄せを申し込む(有料/私費)
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中央

（一部省略）

➀ 欲しい文献の書誌情報を入力し、受取館や送付方法など
必須事項を選択し、「確認に進む」をクリック。

② 申し込み内容を確認し、問題がなければ
「この内容で依頼」をクリック。

③ 登録したアドレス宛に、申し込み受付メールが
届いたら申し込み完了です。

④ 受け取りは、各図書館の開館カレンダーを確認の上、
必ず受付時間内に受け取りに行きましょう。

← 開館カレンダー

CiNiiから論文取り寄せを申し込む(有料/私費)
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【実演】CiNiiから論文取り寄せを申し込む
■ CiNiiの検索結果から論文取り寄せを申し込む
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統一認証システムでログインしましょう
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ポイント

１）マイライブラリからメールサービスの登録をしよう

論文取り寄せを申し込む前に…

３) オンラインによる文献複写・図書借用申込利用登録(私費)をしよう

２) 筑波大学で論文を入手することができるか確認しよう

55



日本語論文の探し方
（CiNii）

5．見つけた論文を管理する

56



RefWorksで見つけた論文を管理する

×
RefWorks（文献管理ツール）とは？

・データベースなどから簡単に文献情報を取り込める
・文献情報をテーマごとにフォルダにまとめて管理できる
・参考文献リストが自動で作成できる！レポートや論文の執筆に便利。
・ネット環境があれば、いつでもどこでも利用できる

RefWorksの講習会動画をmanabaで公開しています！
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RefWorksで見つけた論文を管理する
検索結果一覧画面や検索結果詳細画面で
「RefWorksに書き出し」を選択 →「実行」

取り込んだレコードをRefWorksで管理RefWorksへ書き出し
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Bibtex形式で論文情報を書き出し
Bibtex形式で論文情報を書き出せる

Bibtexで書き出し 文書作成ツールのLatexなどで
参考文献リストを作成する時に便利
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困った時は図書館へ！
レファレンスデスク 学生サポートデスク

お気軽にご相談
ください！

平日9:00-17:00

・資料の探し方が知りたい

・データベースの使い方が
知りたい

・学外から論文や図書を
取り寄せたい

学期中の平日14:00-19:00
(オンライン相談もできます！)

・レポートの書き方が知りたい

・自分が書いたレポートに
アドバイスが欲しい

・引用の方法が合っているか
相談したい 60
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ご視聴ありがとうございました！
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