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世界 大の電子ジャーナルScienceDirectを使いこなそう

www.sciencedirect.com
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本日の講習会

• なぜScienceDirect？

• フルテキストを使いこなす

– ナビゲーション、関連論文、被引用情報など

• 色々な検索を試してみる

– フルテキスト検索、検索のヒント、図の検索など

• ジャーナルタイトルから論文を探す

• その他の便利な機能を使いこなす

– PDF一括ダウンロード、エクスポート、ユーザー登録、アラートなど



3

なぜScienceDirect？
① 世界の主要英語論文の約1/4を搭載

• 2,500誌以上の電子ジャーナル

• 高品質のジャーナルを多数搭載
JCR 2011の57カテゴリでインパクトファクターNo.1

• 15,000タイトル以上の電子ブック

• 1,100万件以上のレコード

• Articles in Press（冊子体発行前論文）も搭載

出典：Thomson Reutersのデータに
基づく社内分析

2011年出版社別ジャーナル論文シェア
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ジャーナル
タイトル

OPAC 抄録DB 抄録・引用 DB フルテキストDB

雑誌が存在
するか知る

論文が何に
ついて書いて
いるか知る

論文内容本文
から検索す
る、読む

項目

対応DB/
システム

使用目的

抄録

本文

参考文献

キーワード

論文タイトル

書誌情報

抄録

参考文献

キーワード

論文タイトル

書誌情報

抄録

キーワード

論文タイトル

書誌情報

OPAC

A-Z

具体例

本文や図の
検索も可能です

•はじめに
•手法
•図表
•結果
•考察
•謝辞
•補足資料

世界の5,000社
以上の出版社

エルゼビアの
フルテキスト

論文が何（誰）
を引用している
か／何（誰）に
引用されている
か

本文

なぜScienceDirect？
② フルテキストデータベース
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なぜScienceDirect？
③ ScienceDirect利用の流れ

フルテキスト

トップページ

検索で論文を探す

検索結果ページ

電子ジャーナルリスト
OPAC、A to Z

抄録、引用データベース / 
検索エンジン

外部からリンク
する

図書館ホームページ

タイトルリスト
から論文を探す

ジャーナルホームページジャーナルリスト
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PDF：読み慣れたレイアウト HTML：3フレーム（ナビゲーション、付加機能）

アウト
ライン

PDFと似た
読みやすい
レイアウト

多彩な
付加機能

・Bibliographic information (書誌情報)
・Citing and related articles（関連論文・被引用情報）
・Applications and tools（アプリケーション）
・Workspace（ワークスペース）

フルテキストを使いこなす

① PDFフルテキストとHTMLフルテキスト
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Bibliographic information

基本的な書誌情報および論文
の履歴（受理日、オンライン
掲載日など）をまとめて表示

フルテキストを使いこなす

② 書誌情報
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Related articles
ScienceDirect内の関連論文
Show more informationリンクから
抄録も確認できます。

Cited by (n)

この論文を引用しているScopus上
の文献にリンク、n は被引用数

はエルゼビアの抄録・
引用文献データベース。5,000社以上の
20,500誌以上のジャーナルからの引用
情報を表示。Scopusをご契約いただい
ていない場合は 新の20件のみを表
示。

Related reference works 
articles

ScienceDirect内の
百科事典から関連文献

フルテキストを使いこなす

③ 関連論文と被引用情報
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Applications and tools

分野別のアプリケーションが表示
されることがあります。

フルテキストを使いこなす

④ アプリケーション

Protein Viewer 
(Protein Data Bank)

Author Key 
Structures
(Reaxys)

Phylogenetic 
Trees

Genome Viewer (NCBI Genome) Interactive Map Viewer (Google Maps)
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図表のリンクをクリックする
と、図表を表示。ワークス
ペースに表示させたまま、中
央フレームで本文をスクロー
ルダウンして読み進めます。

フルテキストを使いこなす

⑤ ワークスペース

著者名のリンクをクリックす
ると、その著者の他の論文な
どを表示

参考文献のリンクをクリック
すると、参考文献の書誌情報
と抄録を表示
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フルテキストを使いこなす

⑥ 各種出力、アラート

PDFのダウンロード

HTMLフルテキストを
eBookリーダーの形式
（ePUB / Mobipocket）
に変換

Alert me about new articles in this journal 
新論文をE-mailでお知らせ (要ログイン)

Export citation
書誌情報の
エクスポート



13

本日の講習会

• なぜScienceDirect？

• フルテキストを使いこなす

– ナビゲーション、関連論文、被引用情報など

• 色々な検索を試してみる

– フルテキスト検索、検索のヒント、図の検索など

• ジャーナルタイトルから論文を探す

• その他の便利な機能を使いこなす

– PDF一括ダウンロード、エクスポート、ユーザー登録、アラートなど

14

ヒット数と検索式

Search within results
キーワードを追加して絞り込み

Refine results
各項目に限定（Limit To）または除外（Exclude）

購読誌（フルテキスト利用可能）
非購読誌 （抄録のみ）

キーワードを入力

並べ替え
・関連度順（初期設定）

・日付順

色々な検索を試してみる

① フルテキストからキーワードで検索する

検索式の保存 (要ログイン)

検索アラート (要ログイン)

RSSフィード
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基本ルール
• 大文字・小文字は区別しません。

• 単数形を入力すると、複数形や所有格も検索します（例外あり）。
cityとcitiesとcity’s、womanとwomen、criterionとcriteria

• 米国綴りと英国綴りは、いずれかを入力すると両方検索します（例外あり）。
behaviorとbehaviour、stabilizationとstabilisation

• ギリシャ文字も、αかalpha、βかbeta いずれかを入力すると両方を検索します。

ワイルドカード
• ＊ は0文字以上を置き換えます。

econom* は、economy、economics、economical などを検索

• ？ は必ず1文字を置き換えます。
sawt??th は、sawtooth、sawteeth を検索

• 前方一致、中間一致、後方一致（例 *lase）が可能です。

フレーズ検索
• 複数語をひとつのかたまりとしてフレーズ検索するには、二重引用符“ “ で囲みます。

“heart attack” は、heart attack、heart-attack、heart attacksなどを検索します。

厳密な文字列検索
• 指定した文字列を厳密に検索するには、中括弧 { } で囲みます。

{heart-attack} は、ハイフン付きのheart-attackだけを検索します。
{Na+}はプラス記号付きのNa+だけを検索します。

色々な検索を試してみる

② 検索のヒント (1)
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論理演算子
• AND 2つの語句の両方を含む論文を検索

※ 検索を絞り込む
food AND poisoning

• OR 2つの語句の一方または両方を含む論文を検索
※ 同義語、代替語、略語などを考慮
weather OR climate
“green fluorescent protein” OR gfp

• AND NOT 後の語句を含まないものを検索
※ 検索を絞り込む（適合文献を除く可能性があるので注意）
tumor AND NOT malignant

近接演算子
• W/n 2つの語句の間にn語以内。語順は問わない

※ Wはwithinの略、nは数字（0～255）
climate W/5 change
→ climate and carbon cycle changes や future changes in climate も検索

• PRE/n 2つの語句の間にn語以内。語順は指定どおり
※ PREはprecedeの略、nは数字（0～255）
user PRE/3 interface
→ user-friendly interface も検索

AND

OR

AND NOT

色々な検索を試してみる

③ 検索のヒント (2)
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サムネイルにマウスを
かざすと拡大（購読誌）

View within article
論文ページへ

図から検索できるだけ
でなく、サムネイルも
表示もされるので直感
的に見つけられます

キャプションもしくは、
本文引用の前後20語から検索

色々な検索を試してみる

④ 図を検索する
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条件指定
・コンテンツタイプ
・購読誌のみなど
・分野
・出版年

検索語と
論理演算子

検索対象コンテンツ

検索フィールド例

・All Fields
全フィールド（デフォルト）

・Abstract, Title,
Keywords
抄録, 論文タイトル, キーワード

・Specific Author
特定の著者

・Source Title
ジャーナル／ブックタイトル

・Affiliation
所属機関

・Full Text
フルテキスト(参考文献を除く)

検索実行

検索履歴
(要ログイン)

•条件を細かに指定
したい時に便利
•検索履歴も使いこな
せば、無駄も省けます

色々な検索を試してみる

⑤ 詳細検索

保存した検索式の呼び出し
(要ログイン)
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購読誌（フルテキスト利用可能）

非購読誌（抄録のみ）

ブラウズ方法の選択
・アルファベット順
・分野別
・お気に入り (要ログイン)

クイック検索

・ジャーナル/ブック種別で
で絞り込み

・ブックの各巻のタイトルを
表示（初期設定はオフ）

・フルテキストが利用可能な
ものだけに絞り込み

ジャーナルタイトルから論文を探す

① ジャーナルのタイトルリスト
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フルテキスト利用可能

抄録のみ

Articles in Press
受理後、巻号ページが付与される前のオン
ライン先行論文

速報性が も高く、いち早く本文を閲覧

Issue In Progress
巻号ページが付与されたオンライン先行論
文（約500誌が対応）

巻号ページがあるので引用が容易

ジャーナルタイトルから論文を探す

② ジャーナルのホームページ

New Article Feed
新論文をRSSで配信

Alert me about new articles
新論文をE-mailでお知らせ（要ログイン）

Add to Favorites
お気に入りに追加（要ログイン）
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ジャーナルタイトルから論文を探す

③ オンライン投稿・論文投稿サポート

オンライン投稿システム
Elsevier Editorial System (EES)

・ジャーナル情報
・投稿規程

日本語でのお問い合わせ先

・E-mail: support@elsevier.com
・Tel: 03-5561-5032
・http://japan.elsevier.com/authors

About this Journal

ジャーナル概要、
編集者、インパク
トファクターなど
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その他の便利な機能を使いこなす

① PDF一括ダウンロード・自動命名

・1回の操作でダウンロードできるのは 大20件まで

・Javaの環境が必要です

ファイル名のルールを指定

(First Author)_(Document Title)_(Publication Year).pdf
(Document Title)_(Publication Year)_(Publication Name).pdf
(First Author)_(Publication Year)_(Publication Name).pdf

カスタマイズも可能

非購読誌は抄録をダウンロード

ダウンロードしたい論文を選択

検索結果ページ、ジャーナルホームページから
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その他の便利な機能を使いこなす

② 書誌情報のエクスポート

4つのフォーマットで出力可能

・RIS形式（EndNoteなどの文献管理ソフト）

・RefWorks（ウェブ対応文献管理ソフト）

・Plain text（テキスト）

・BibTeX（通常TeXと一緒に使用）

EndNote、RefWorks、Mendeley など、文献管理
ソフトに取り込むことができる形式で出力

エクスポートしたい論文を選択

検索結果ページ、ジャーナルホームページから
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その他の便利機能を使いこなす

③ ユーザー登録、ログイン

E-mailアドレスが
ユーザー名になります

アラートなどのパーソナル機能を使用する
にはログインが必要です。

ID/PWはScopusと共通です。

パスワード
（5～20文字の英数字）

名、姓、E-mailアドレス

E-mailアドレスが
ユーザー名になります



27

その他の便利機能を使いこなす

④ 検索アラートの設定

アラートの名前、E-mailアドレ
ス、
実行頻度を指定して保存

••メールで
自分のテーマ
に関連する
論文概要が送
られてきます

検索結果ページから
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その他の便利機能を使いこなす

⑤ アラート管理画面／個人設定画面

・登録済みアラートの確認

・変更、削除も可能

・パスワードの変更

・メールアドレスなど個人情報の変更

・メール形式（HTML/テキスト）の変更

・RefWorksのID/PWの登録

・アプリケーションの変更、など
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その他の便利機能を使いこなす

⑥ 操作履歴、お気に入り

操作履歴

お気に入りジャーナル / ブック
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• エルゼビア・ジャパン株式会社 ヘルプデスク

TEL：03-5561-5035 
E-mail: jpinfo@elsevier.com

• 使い方ガイドページ

http://japan.elsevier.com/sdsupport/
クイックレファレンスガイド、
バージョンアップ情報など

• オンライン講習会

http://japan.elsevier.com/trainingdesk/ 

お問い合わせ先


