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ScienceDirect（サイエンスダイレクト）では、電子ジャーナルに加えて、数多くの電子ブックも提供し
ています。
オリジナル論文だけでなく、毎年の研究成果、方法論など多くの重要な情報がブックの形式で出版さ
れています。研究者の最大限の研究成果の実現には、書籍コンテンツが重要な役割を果たします。総合
的な電子図書館の環境を提供するうえで、電子ブックは不可欠です。

ScienceDirect 電子ブックの特徴
◦高い信頼性を誇るScienceDirectのプラットフォームで提供します。
◦同時ユーザー数無制限、24時間いつでも、どこからでもアクセスできます。
人気のあるタイトルでも複数部を購入する必要はありません。
◦ジャーナルとの統合検索、イメージ検索など詳細な検索やアラート、論文から
の自動推薦機能、参考文献からのリンク、ePub形式でのダウンロードなど
便利な機能を活用できます。
◦冊 子体を所蔵するスペースを節約することができます。
◦MARCレコードを無料でご提供いたします。
◦COUNTER対応の利用統計で、利用状況を正確に把握することができます。

レファレンスワーク2014年リリースタイトル

Comprehensive
Organic Synthesis
有機合成全書 第2版

レファレンスワーク2014年リリースタイトル

Encyclopedia of
Neurological Sciences
Best
Seller

ブックシリーズ

神経科学百科事典 第2版
NEW

ブックシリーズ

Handbooks in Economics

Methods in Enzymology
Best
Seller

eBooks（単行本）2013年リリースタイトル

Matlab for Neuroscientists

Best
Seller

eBooks（単行本）2012年リリースタイトル

Purification of
Laboratory Chemicals

神経科学者の為のMATLAB 第2版
Best
Seller

化合物精製法レファレンス 第7版

Best
Seller

ScienceDirect 電子ブックには以下のインプリントが含まれます。

Science & Technology
Academic Press Butterworth–Hainemann Chandos Publishing Elsevier Elsevier Science Gulf Professional Publishing
Morgan Kaufmann North-Holland Pergamon Syngress William Andrew Woodhead Publishig

Health Sciences
Butterworth–Hainemann

Churchill Livingstone Hanley & Belfus Mosby

W.B. Saunders

ScienceDirect 電子ブックの分野と収録タイトル
ScienceDirect 電子ブックは理工、医学、社会科学を中心とした研究分野向けに、
約21,700タイトルを収録しています。
対象学部
人文
医学部 薬学部 理学部 工学部 農学部 社会科
学部

レファレンス
ワーク
タイトル数

研究分野

◎

○

◎

生化学・分子生物学

Biochemistry
Genetics
Molecular Biology

◎

○

◎

神経科学・生理学

◎

ブック
シリーズ・
ハンドブック
シリーズ数

eBooks
（単行本）
タイトル数

7

20

1,177

Neuroscience

10

2

431

16

7

2,294

4

3

366

○

◎

医学・歯学・獣医学

Biomedical Science
Clinical Medicine
Dentistry
Forensic
Health Professions
Immunology & Microbiology
Veterinary Science

◎

○

薬学

Pharmacology
Toxicology
Pharmaceutical Science

農学・生物学

Agricultural Science
Biological Sciences

13

7

2,313

◎
○

◎

◎

◎

化学・化学工学

Chemistry
Chemical Engineering

28

15

2,865

◎

◎

工学・エネルギー・
材料科学

Materials Science
Engineering
Energy

10

3

4,873

◎

◎

物理・数学・
コンピュータ科学

Computer Science
Mathematics
Physics

6

10

3,609

◎

◎

地球科学・環境科学

Earth & Planetary Sciences
Environmental Science

19

0

1,609

◎

経済学・社会学

Social Science
Finance

10

1

1,267

◎

心理学

Psychology

9

5

758

○

◎：対象学部 ○：一部対象学部
収録タイトル数は予告なく変更となることがございます。予めご了承ください。
タイトルリスト・価格表は弊社ホームページでご覧ください。 http://www.elsevier.com/jp/online-tools/sciencedirect/books

電子ブックの種類とライセンス方法
特徴
レファレンスワーク
（百科事典）

ブックシリーズ
ハンドブックシリーズ

ご購入単位

特 定の 分 野 やテーマに関して確 立された 知 識を
集 約した も の。Academic PressとPergamon
のインプリントで 数 多くのレファレンスワークを
出版、様々な賞を受賞したものも多く、すぐれた
編集者と内容は常に高い評価を得ています。

◦タイトル単位

複数の編集者がチームで担当し、年に最低1冊以上
発行されるジャーナルを補完する必須文献です。

◦シリーズ単位

ブックシリーズ：共通の特性を持つトピックのさま
ざまな面に重点を置き、ジャーナルより長い記述
でテーマを掘り下げます。

1つのテーマと関連テーマに沿った学術書または
論文で、1人または複数の著者が執筆する1冊きり
の完結した本です。10,000タイトル以上の単行本
を電子化しました。

◦買い取りモデル
（1回払い）
◦年間購読モデル

◦分 野別パッケージ
（ブックシリーズのみ）

◦カレントファイル（ 契 約 初 年 度 は
契 約 年+過 去4年。 翌 年 か ら は
スタート 年 はそ のままで アクセ ス
ハンドブック：成熟した研究分野の権威ある情報
を集めたもの。手法について参照しやすくまとめ、 可能な年数が累積していきます。）
特定の疑問に対する回答やデータを提供します。
◦バックファイル（創刊号～ 1999年）
eBooks
（単行本）

お支払い方法

◦タイトル単位
◦サブジェクト・コレクション
◦コンプリート・コレクション

◦カ レントファイル
は年間購読モデル
◦バ ックファイル は
買い取りモデル
（1回払い）

◦買い取りモデル
（1回払い）

研究ワークフローにおける書籍コンテンツの価値
研究者は、研究プロセスの各ステージにおいて、書籍コンテンツ利用しています。
証明済みの確実な理論の重要な情報源として、専門外の基礎知識を必要とする学際的プロジェクト
などに有効活用されています。
基礎知識を得る

本：72%

28%

方法論を発展させ、応用する
現場の最新情報を加える
視野を広げる

本：58%

42%

本：32%

68%

本：55%

45%

ジャーナル

百科事典

ハンドブック

本（新刊書）

本（既刊書）

ユーザーの声

本（コンテンツ）の役割は、特定の
トピックに関する知識を深めてくれ
ることです。考え方の裏付けや反対
意 見、 研 究 の 停 滞、 著 者 同 士 の
議 論 など、学 術 研究のあらゆる面
を見ることができます。

本は、特定の分野で自分の専門性を積み上げ
ていくための土台を作ってくれます。たいて
いの場合、専門分野の基礎知識は本にありま
す。ひとたび本で概観をつかんだら、今度は
焦点を絞って研究を深めていきます。本がな
ければ、広い視野を得られません。参考文献
の 充 実したリストが ある 本 は、私に幅 広 い
知識を与えてくれます。そこから始めて、深く
掘り下げていくことができるのです。

David Rowe

Anastasios Sofiadis

Department of Mechanical Engineering,
Indian Institute of Science, India

Centre for Cultural Research University of
Western Sydney, Australia

新しいトピックについて調べ始め、その
日に、その分野で最高の本から権 威あ
る情報を得たいとき、私は、電子ブック
を検索、ブラウズします。その段階では
本が必要です。

G.K. Ananthasuresh

ジャーナル 論 文を 読 んでいて、
もっと 詳 細 が 知りた い とき に
特定の本が言及されていれば、
その本を読みます。それが出発点
です。

Kartik Venkatraman

Karolinska Institutet, Sweden

Department of Aerospace Engineering,
Indian Institute of Science, India

出典：ScienceDirectホワイトペーパー『本の進化』
『研究者の生産性を支える電子ブックの役割』
SMS（Satisfaction Management Systems）社が2009年に実施した調査に対する世界の研究者の回答
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