
主な機能 ●シンプルな簡易検索と充実した詳細検索、著者検索
●特定の地域や特定の図書館に所蔵されている本のみの検索
●��所蔵館一覧での�
地域やILL参加による絞込み

●各館OPACへの直接リンク
●CiNii�Articlesなどへのリンク

収録データ 約1,200館、�約1,000万件　　

機関定額制
オプション

●所蔵館リストでの優先表示
●機関ごとのOpenURLリンク先設定

CiNii Articlesは、日本の学術論文を中心とした
論文情報を提供するサービスです。
学協会刊行物に掲載された論文と、国内の大学等が刊行する
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を含む
膨大な論文情報から目的の論文にナビゲートします。 

膨大な論文情報の中から簡単に目的の論文を
さがすことができます。
学協会誌や研究紀要の論文本文の閲覧や、
リンクにより他サイトの本文などの参照もできます。

全国約1,200の大学図書館などが所蔵する
約1,000万件のデータを参照できます。
目的の本が全国のどこの図書館にあるか
確認できるほか、特定の地域や
特定の図書館にある本を
一覧することもできます。

CiNii Booksは、NACSIS-CATに蓄積された
全国の大学図書館が所蔵する本（図書や雑誌など）の
情報を提供するサービスです。
最近の本だけでなく、古典籍、洋書、CD、DVDなどまで
幅広く検索することができます。

［お問い合わせ先］
〒101-8430 東京都千代田区一ツ橋2-1-2　国立情報学研究所
CiNii担当  ciniiadm@nii.ac.jp  03-4212-2300
利用申請担当  user-request@nii.ac.jp  03-4212-2300 2014.04 2,000部

日本の論文をさがす

Articles

大学図書館の
本をさがす

Books

主な機能 ●簡易検索と詳細検索
●�論文本文をPDFで閲覧（一部の論文）、�
他サイトの本文などへのリンク

●�引用数の表示（一部の論文）・著者検索と�
PDF本文の全文検索

収録データ 論文情報約1,600万件、�本文約400万件

機関定額制
オプション

●本文PDFの9割以上にアクセス可能に
●�機関ごとのOPAC、�
OpenURLリンク先設定

●論文の引用関係を表示（一部の論文）
●機関外から期間定額制サービスを利用可能

キーワード検索

本文をPDFで

引用関係を表示

http://ci.nii.ac.jp/http://ci.nii.ac.jp/books/
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参加

※1 PPV（ペイパービュー）は、1論文単位で購入できます（クレジットカード決済）。
※2 機関定額制で有料の本文を利用するには、サイトライセンス個人IDの取得が必要です。
※3 VPN、Shibboleth（GakuNin）によるアクセスは可能です。

CiNii Articlesでは、ご利用者が所属している機関や、ID取得の有無によって、大きくわけて4種
類のご利用区分があります。
ご利用区分によって、できることや料金体系が若干変わります。それぞれのメリットを把握した
うえで、最適な利用方法をお選びください。

サービス内容
キーワードを入力することでタイトル、著者名、収録誌情
報などから論文を探すことができます。また、検索項目を
指定できる詳細検索や著者検索、論文本文を対象とする
全文検索も可能です。

強力な検索機能

学協会誌や研究紀要など1,600万を超える膨大
な論文情報の中から簡単に目的の論文をさが
すことができます。

大規模な論文書誌データベース

一部の論文は、本文をPDFでご覧いただけます。論文に
よって有料、無料のものがあり、有料の論文の多くは機関
定額制サービスをご契約いただくことで閲覧が可能です。
また他のサイトの本文へもリンクしており、本文がない場
合にはCiNii Booksなどから所蔵図書館を確認できます。

書誌からフルテキストへ

その論文が引用している／その論文を引用している論文
の件数を表示。引用関係のリンクをたどることもできます

（CiNii契約ユーザ限定）。

引用／被引用文献

国立情報学研究所が運用する目録所在情報サー
ビス(NACSIS-CAT)に蓄積されてきた全国の大学
図書館など約1,200館が所蔵する約1,000万件（の
べ1億2千万冊以上）の本の情報や、著者の情報を
検索することができます。

膨大な所蔵データ 豊富な検索機能
シンプルでわかりやすい「簡易検索」と、タイトル
や著者名、出版者などはもちろん、注記や分類な
ども指定できる「詳細検索」の2種類に加えて、「著
者」や本の「内容」からの検索もできます。

特定の地域にある本、特定の図書館にある本など
に限定してさがすことができます。

図書館を指定した検索も可能
目的の本がどこの図書館にあるか一覧表示。地域
やILL（図書館間相互利用）などで絞り込むことが
できます。また、　　ボタンから各図書館の本の
ページに移動し、詳細を確認することもできます。

所蔵図書館を一覧＆絞込み

機関定額制サービスのご契約で、OpenURLなど
による機関独自のリンク先の設定、CiNii Books所
蔵館一覧での優先表示が可能です。

リンク先設定
（機関定額制オプション）

検索結果はTSV形式でのダウンロードや、各種文献管理
ツール、RefWorks、 EndNote（EndNote Webを含む）、 
Mendeleyに直接書き出ことができます。
RSSでも検索結果を取得できます。

便利な機能（CiNii Books共通）

一般 CiNii契約ユーザ

サービス ID未取得 個人ID
定額制の契約機関

機関内利用 サイトライセンス
個人ID

利用区分 利用登録なし
PPVより安価な
従量制が使える
個人向けID

大学、図書館、民
間企業などの法
人向けサービス

（IP認証）

定額制機関に所
属する構成員向
け※2の個人ID

年間登録料 無料 2,160円

一般
162,000円〜

アカデミック
 54,000円〜

定額制機関のユーザ
無料

検索
結果

詳細情報・抄録 ○ ○ ○ ○

引用情報 ― ○ ○ ○

本文

無料一般公開 ○ ○ ○ ○

定額アクセス可能 PPV※1

（540円〜）
従量制

（64円〜） ○ ○

有料公開 PPV※1

（540円〜）
従量制

（64円〜）
従量制※2

（64円〜）
従量制※2

（64円〜）

機関外からのアクセス ― ― ― ※3 ○

CiNiiは研究者、
学生に必須の学術情報
プラットフォームです。
CiNiiは、「CiNii Articles – 日本の論文
をさがす」、「CiNii Books – 大学図書
館の本をさがす」の2つの機能を持っ
ています。 
CiNii Articles は、約1,600万件の論
文を収録しており、CiNiiのもつ本文
PDFや、他サービスの本文などへのリ
ンクを参照することができます。
CiNii Booksは、全国1,200以上の大
学図書館などが所蔵する図書、雑誌、
古典籍、洋書など約1,000万件のデー
タを収録しており、目的の本がどこの
図書館に所蔵されているかを調べる
ことができます。

大学図書館の
本をさがす

Books

日本の論文をさがす

Articles
大学図書館の
本をさがす

Books
国立情報学研究所
学協会刊行物（NII-ELS）

各大学の共同入力
大学の研究紀要（NII-ELS）

国立情報学研究所
引用文献索引データベース

国立国会図書館
雑誌記事索引データベース

大学、研究機関など
機関リポジトリ

科学技術振興機構
J-STAGE

主なデータベース

大学図書館

都道府県立
図書館

専門図書館

海外機関

論文データ

1,600万件
以上

論文本文

400万件以上

日本の論文をさがす

Articles

独自リンク
（リンクリゾルバ、
OPACなど）

自機関を優先

「宮城」の
図書館にある
本を検索

http://ci.nii.ac.jp/

http://ci.nii.ac.jp/books/

など
医学中央雑誌刊行会
医中誌Web

出版社など
CrossRef

連携サービス

など

書誌データ

1,000万件
以上

所蔵データ

1億2千万冊
以上

目録所在情報
サービス

（NACSIS-CAT）

機関定額制サービスにご契約いただくと、年間固定料金で
CiNiiのすべての機能と学協会誌の論文のうち、

「定額アクセス可能」の本文を自由にご利用いただけます。
また、機関独自の設定ができるオプションがあります。

機関定額制サービス

OPAC

同定・統合

など


