
日本語論文の
探し方（CiNii）

★受講者の方へ
全学計算機にログインしてください。
ログインID : s + 学籍番号の下 7 桁
パスワード：統一認証パスワード

2018年春(30分ver.    ／45分ver.) 筑波大学中央図書館



＜本日の目標＞

•読みたい内容の論文を、
効率よく探せる！

•発見した論文情報を元に、
論文の入手方法が分かる！
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学術情報の流れ

新しい発見や技術 新聞・Webのニュース

論文執筆

査読

学術雑誌（冊子／電子）に

論文が載る

大学で学習・研究

世界中で情報共有

基礎・概論が

本になる
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先行研究の論文はとても大切

他の論文は読まず、
自分ひとりの力で
書きました！

4

その研究、
他の人が
もうやってるし。

説得力がないなあ。
根拠は？証拠は？

そこ、別の論文で
間違ってるって

証明されてたよ。

もっといい方法が
あったのに…。



論文は学術雑誌に載っています
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＜雑誌とは？＞
終期を予定せず継続的に刊行されるもので、
特定のタイトルのもとに一連の巻・号が付
与されている



論文データベースを使いましょう

ココが違う！

・学術的情報が対象
・価値ある論文を収集
・検索機能が充実
・本文が読める論文多数
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とりあえず

Google
筑波大生なら
大学契約済の
データベース

ヒット件数は多いけど…

・学術情報だけ検索できる？
・信頼できる情報？
・論文の本文が読める？



筑波大学で使えるデータベース
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i ：データベースの説明

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



国内論文ならCiNiiがイチオシ

8

サイニイ

日本の主要な学術論文を検索できる！(全分野）
（国内の学会誌・大学紀要雑誌・雑誌記事索引データベース等が収録）

検索結果からすぐに全文を読める論文が多数！

しかも・・・ Tulips Searchよりも検索方法がシンプル
Tulips Search よりも最新論文が早く読める
（更新頻度…CiNii Articleは毎週／Tulips Searchは毎月）
Tulips Search とかぶらない検索範囲がある
（引用文献索引データベースが検索できるのはCiNiiのみ）



画面右上に「筑波大学」表示
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フリーワード検索例

フリーワード検索（簡易検索）
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
レコードを検索する
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青色発光ダイオードについて書かれた論文を探す

青色発光ダイオード



CiNiiの検索テクニック（１）

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
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＊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。
＊OR NOT は、必ず大文字を使う。

情報処理 デジタル

論理積（AND検索）
■ 情報処理 AND デジタル

論理否定(NOT検索)
■ 情報処理 NOT デジタル

論理和（OR検索）
■■■ 情報処理 OR デジタル



CiNiiの検索テクニック（２）
入力 検索結果

完全一致
検索

/情報処理/ 「情報処理」はヒットするが「情報
処理学会論文誌」はヒットしない

前方一致
検索

work* ｢worker｣｢working｣はヒットするが
｢homework｣はヒットしない

フレーズ
検索

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

｢nematic liquid crystal｣はヒットす
るが｢crystal in liquid｣はヒットしな
い
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完全一致検索を著者名で使うと
林明 ⇒ 小林明、林明彦、林明子 林明夫 ．．．
/林明/ ⇒ 林明 のみ
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初めてのテーマで
文献検索する時に
重要なのは？

網羅性！



•青色発光ダイオード
•青色LED
•Blue light emitting diode

同じ意味の言葉でOR検索→検索結果が増える

ORを使って、もれなく検索
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OR は 大文字 で入力すること
（全角、半角のどちらでもよい）



キーワードや条件を追加
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キーワードや条件を追加
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例
・著者が 天野浩 または 中村修二であるもの
・2004年以降に発表されたもの
・本文が読めそうなもの
＊すべて本文が読めるわけではない



思いついたキーワードでとりあえず
検索してみたけど、なんか違う・・・。
欲しい論文は、これじゃない！！！

そのキーワードで
ホントに大丈夫？
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噂の伝播
ついて知りたい。
キーワードは
「噂」

なぜそのキーワードでヒットしないのか？

ＣｉＮｉｉ Articles

「うわさの環境対策」

『情報パニックの心理
デマと流言をめぐって』

「都市伝説と経験」

「食にまつわる流言に
ついての一考察」

答え：
論文にそのキーワードが含まれていないから。18



キーワード選びが重要です

検索結果が多
すぎる

・別のキーワードを追加
・NOTで不要な言葉を除外

松井 野球 大リーグ
ゴジラ NOT 野球

検索結果が少
ない

・広い概念の言葉に変更
・同じ概念の言葉を並べる

中国⇒アジア
癌⇒癌 OR がん OR 悪性腫瘍

キーワードに
優先度をつけ
たい

・検索式を作る
*数式同様、( )内が優先

塾 (学習 OR 勉強)

キーワードが
わからない

・調べたい内容を辞書で引く
・良い本や論文を手掛かりに
する

見出し語は？専門用語は？
著者は？頻出キーワードは？
掲載雑誌は？
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⇒ 「学習」と「勉強」のどちらかを
含み、かつ｢塾」を含むもの



探したい内容を検索式で表現
例）フリーワード検索
スケートのトレーニング方法に関する論文が読みたい。
でも、フィギュアスケートに関するものはいらない。
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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
（ ）でまとめる

不要なキーワードを
NOTで除外する

スケート （トレーニング OR 練習） NOT フィギュア



実習1

自分が読みたい内容の
論文を検索してみよう。
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*OR検索で類義語を使ってる？
*詳細検索画面を使ってる？
*キーワードをよく選んでる？



検索結果一覧
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被引用件数や出版年で並び替え
→検索結果を効率的に確認できる文献管理ソフト

（ＲｅｆＷｏｒｋｓ等）用の
出力機能



論文タイトル

収録誌名
巻号・ページ・出版年月日
出版者

詳細表示で論文内容を確認
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本文へのアクセスリンク

抄録=論文内容の要約
*抄録がない場合もある

論文著者情報へのリンク
→関連する論文が探せます

参考文献情報へのリンク
→関連する論文が探せます

論文を入手する方法



本文リンクとは？
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「この論文にアクセスする」に本文リンクがあればクリック！
筑波大学から本文が読める主なリンク：

筑波大学では契約していないので本文が読めないリンク
*IDやパスワードの入力を求められる場合



本文リンクから論文表示 例①
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本文リンクから論文表示 例②
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本文リンクから論文表示できない例
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大学で契約してない
論文表示できない



Tulips Linkerで入手方法を確認
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掲載されている雑誌を筑波大学や
他の機関で所蔵しているかを調べる

学外から論文コピー取り寄せ（有料）
＊利用登録が必要です

論文の掲載情報

掲載巻号・年・ページを
チェック！

筑波大学の所蔵を調べる



図書館OPAC検索→雑誌の探し方
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論文が掲載されている巻号（1854号・2016年）を
所蔵しているか確認！



実習2
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読みたい論文を選んで、
入手方法を調べてみよう

*PDFで読める？
*掲載雑誌が図書館内にある？



学外から論文コピー取り寄せ(有料)

約1週間
（国内）

＜依頼方法１＞
マイライブラリにログインして利用登録
“オンラインによる文献複写・図書借用申込利用登録(私費)”

↓
Tulips-LinkerでWebから依頼

＜依頼方法２＞
図書館のレファレンスデスクに来館

↓
紙の申込書を記入

到着
料金=コピー代＋送料
（国内から取り寄せ）

コピー代：約30-50円/枚
送料 ：約80-200円

学内メール便で研究室へ

レファレンスデスクで
料金と引換にお渡し

校費
（教員・大学プロジェクト用）

私費 （自分で支払い）
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こんな時は、レファレンスデスクへ
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＜論文取り寄せの注意事項＞
＊著作権法第31条などの遵守により、以下はできません。
×：雑誌最新号（冊子体）のコピー（次号刊行後か、刊行後３ヶ月経過まで待ちましょう）
×：図書の全ページコピー（絶版本は応相談）
×：複数著者による図書（論文集)のコピー

CiNiiやTulips Search
でヒットしない
論文だけど、
手に入れたい！

論文情報が
うろ覚え･･･。

読みたい
内容の論文が

うまく探せない！
海外から

論文取り寄せ
したい。
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