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はじめての論文検索

- CiNii Articles を中心に -

2020/08/04(火) 13:30-14:00
京都大学附属図書館 利用支援掛 （八木澤ちひろ）

2020年度 図書館機構オンライン講習会
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0-1. 本日の目標

2

1. 論文の性質を理解する

2. 論文をデータベースで

検索する(CiNii Articlesを中心に）

3. 論文の本文を入手する

20200804 はじめての論文検索



0-2. はじめに – 京大専用プラグイン
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これから「論文を検索してみよう」と思っている方は、先に必ず

京大専用プラグイン

をブラウザに導入して、有効にしておいてください！

→ → → 詳細： 京都大学図書館機構 「電子リソースへのアクセスについて」

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/erdb/13505

20200804 はじめての論文検索

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/erdb/13505


0-3. 電子リソース利用の注意

420200804 はじめての論文検索

• 短時間での大量ダウンロード

• 個人的な研究・教育目的以外の目的で利用

• 不正コピー（複製）、データの改編、再配布、転売

不正アクセスとして禁止：

禁止行為が発覚した場合、京都大学全体が利用停止になる場合があります。
必ず利用の範囲を遵守してください。



論文の性質を理解する

1.



1-1. 論文とは

論文って？

＝ 学術的な研究成果を出版したひとまとまりの文章
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Point

 論文は図書(単行書）より短い
→ 細分化したテーマの研究も見つけられる！

 論文は図書より速報性がある
→ 最新の研究成果が見つけられる！

 論文は学術雑誌に掲載されている

20200804 はじめての論文検索



1-2. 学術雑誌とは
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学術雑誌って？

＝ 定期的（月刊・年刊など）に刊行される、学術的な研究
成果の出版媒体。決まった分野についての論文・記事を
複数掲載している。
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1-3. 基礎的な知識を得たいときは

論文を検索するまえに

820200804 はじめての論文検索

そもそもこの分野について

基礎的なことをよく知らない…

→まずは 辞書・事典図書
（新書・入門書）

がおすすめ



1-4. オンラインで図書をさがす / 辞書をひく
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辞書・事典 の一項目ごと

図書/雑誌 のタイトルごと

日本のオンライン辞書・事典検索サイト。

複数の辞書・事典類の項目を一括検索できる。

閲覧の前に京大専用プラグインを有効にする必要あり。

同時アクセス数制限あり。

京都大学の図書館にある蔵書（図書/雑誌）と電子
ブック/電子ジャーナルを検索できるサイト。

電子ブック/電子ジャーナルにアクセスするには、
京大専用プラグインを有効にする必要あり。

覚えておくと便利なツール
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データベース

https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/

https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/


論文をデータベースで検索する

2.



2-1. データベースの特徴を理解する
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日本の全分野の雑誌記事・

学術論文の書誌情報を調べる
ことができるデータベース

書誌情報って？

【著者名】 【論文タイトル】 【掲載誌】 【掲載年】 【巻号ページ】

一部の論文には【抄録】 【本文へのリンク】 【引用情報】

※海外で発行された論文(NatureやScienceの論文など)は、CiNii Articlesの検索対象範囲外



2-2. CiNii Articlesで特定の論文を探す
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次の論文を検索してみましょう：

山極寿一. ゴリラの生活様式に見られ

る地域差について:ヴィルンガ火山群と

カフジ山の比較から. アフリカ研究. 

1988, vol. 33, p. 19-44.
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「抄録全文が確認したい」→論文タイトルをクリック ※抄録がないものもある

…本文入手については3.で解説

文献管理ツール(EndNoteなど）に書き出し 表示数を変更 ソート順を変更



2-3-1. CiNii Articlesで、あるテーマの論文を探す
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「絵巻物」に関する論文を検索してみましょう：

検索キーワード： 絵巻物

…結果数が多いかも。 関係なさそうなものもある。



2-3-2. CiNii Articlesで、あるテーマの論文を探す
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「絵巻物『病草紙』」に関する論文を検索してみましょう：

検索キーワード： 病草紙

病草紙＞絵巻物

固有名詞

下位語

一般名詞

上位語



2-4-1. 論理演算子(CiNii)
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•論理積（AND）検索：ＡかつＢ

「A B」「A & B」

•論理和（OR）検索：ＡまたはＢ

「A OR B」「A | B」

•論理差（NOT）検索：ＡからＢを除いたもの

「A NOT B」「A -B」

※↑のところには空白が入ります

↑ ↑ ↑

↑ ↑ ↑↑

↑ ↑ ↑



2-4-2. キーワードをかけあわせる（AND検索)
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「類人猿のコミュニケーション」に関する論文を検索してみましょう：

検索キーワード： 類人猿 コミュニケーションAND

…結果数が妙に少ない。重要文献を見落としてるかも。



2-4-3. キーワードをかけあわせる（OR検索)
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検索キーワード： 類人猿

コミュニケーション

OR 霊長類 AND（ )



2-4-4. キーワードをかけあわせる（NOT検索)
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「インドの観光」に関する論文を検索してみましょう：

検索キーワード： インド 観光AND

ノイズ「インドネシア」が結構混ざっている…



2-4-5. キーワードをかけあわせる（NOT検索)
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検索キーワード： インド 観光ANDNOT インドネシア（ )



2-5. 被引用数でソートする
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「画像診断」に関する論文のうち、被引用件数が多いものを調べましょう

被引用文献：当該論文が発表されたのち、この論文を
引用している論文。他の論文に影響を与えている。
一般的に経年により被引用文献が多くなる。



論文の本文を入手する

3.



3-1. 本文リンクがあるとき
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次の論文を検索して、本文を入手しましょう

中村友紀, 山中伸弥. 人工多能性幹細

胞の樹立と展望. 化学と生物. 2008,

46(8), p. 531-538.
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※プラグインを有効にしていない場合は、
京大が契約するジャーナルのリンクは表示
されません

本文が電子ジャーナルで即座に入手ができ
るとき、
「この論文にアクセスする」
というエリアにリンクが表示されます
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リンク先（CiNiiから、J-Stageなど別サイ
トにリンク）で
「本文」「フルテキスト」「PDF」といった表示
があればクリック



3-2. 本文リンクが表示されないとき
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※プラグインを有効にしていない場合は、
京大ArticleLinkerは表示されません

本文がほしい論文情報に、本文リンクが表
示されないときは、まず
「この論文をさがす」
にある「京大Article Linker」をクリック
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①フリーのフルテキストを探し
てみる 見つかればラッキー

②KULINEを探す

京大図書館でこの雑誌のこの巻号をもって
いるかチェック※巻号に注意

※この画面で本文ファイルへの
リンクが出るときもあります
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ほしい論文の掲載されている巻号があると
ころがあれば、そこに行けば見ることがで
きる（この場合は文学部）
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①フリーのフルテキストを探し
てみる 見つかればラッキー

③文献取り寄せ【有料】を申し
込む

②KULINEを探す

京大図書館で持っていない場合もある
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ここをクリック
(ECS-ID/SPS-ID
を要求する画面が出
る場合があります）



こんなときは

Extra.
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まずはキーワードを見直してみましょう。

よさそうな論文がなかなかヒットしません

検索結果が少なすぎる場合：
・キーワードを上位語にする
・OR検索で類語のキーワードを足してみる

検索結果が多すぎる場合：
・キーワードを下位語にする
・AND検索でキーワードを足してみる

テーマやキーワードによっては別のデータベースも
検討してみましょう。

日本の論文検索
 JDreamIII
 MAGAZINEPLUS

 Web of Science
 SCOPUS海外の論文検索

Discovery
(KULINE 論文検索)

※Google Scholar
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読みたい論文の本文が見つけられません

電子媒体で見つからなくても、冊子体（紙）で京大図
書館に所蔵している場合があります。

冊子体がない場合も、「文献取寄【有料】を依頼」、ま
たは「他大学の図書館に訪問利用※」で入手できるこ
とがあります。
※現在、新型コロナ感染症対策で訪問利用が制限されているところが多いです。

不明点があれば、図書館に相談してください！



ありがとうございました！

本スライド中のURLおよびデータベース検索結果はすべて2020.08.03時点のアクセスによるものです。
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