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本日の内容

• ScienceDirectとは？

• 検索で論文を探す

• タイトルリストから探す

• フルテキストを使いこなす

• 文献を効率的に管理する

• パーソナル機能を利用する

フルテキストデータベースを
効率的に検索したい

どんなタイトルを利用できる
のかを知りたい

見つけた論文を効率的に
管理したい

新情報をE-mailで
知らせてほしい

HTMLフルテキストの
多彩な機能を活用したい

リモート
アクセス



研究者の

ワークフロー

調査

分析

評価

フルテキス
トを読む・

引用・執筆

ジャーナル
選定

投稿・査読

プロモー
ション・

引用される

• 最新論⽂をチェック
• 重要論⽂をチェック
• 研究テーマの傾向を分析
• 新しいトピックの調査
• 共著者の候補を発掘

エルゼビア
研究者のワークフローに必要なサービスを提供

CiteScore

• 参考⽂献から引⽤
• 参考⽂献リストの作成
• 出版倫理を守る

• ジャーナル指標で投稿ジャーナルの候補を選定
• ジャーナルHPを確認
• 投稿システムを通じて電⼦的に投稿
• 査読（Reviewerの場合）

• 共有サービスを使って
⾃⾝の論⽂を共有

• SNSで宣伝
• 被引⽤数をチェック

ShareLink



• 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

− Articles in Press（巻号ページが付与される前の

オンライン速報版）も搭載

− オープンアクセスジャーナル、論文も多数搭載

− 370ゴールドOAジャーナル

• 39,000タイトル以上の電子ブック

• 1,600万件以上のレコード

• 33万以上のTopic Page

• 各種リモートアクセスの方法を提供

• Accessibility準拠

なぜScienceDirect？
① 世界の主要英語論文の約1/4を搭載



なぜScienceDirect?
②専属の開発チーム、出版チーム、そしてサポートチームの努力により、品質の高い
研究へのアクセスを可能にして、研究者の成果をサポートしています

Managing article and 
chapter submissions 

(EviseとESSで、200万件の論文や書籍の投
稿を取り扱っています) 

ScienceDirect development for 
access and reading experience 

( 近の1年間で、25千件のバージョンアップ

を行いました。プラットフォームの稼働時間は
99.82%を記録しました) 

Ensuring quality standards through 
peer review 

(250万人の著者、100万人の査読者が関わっ
ています) 

Promotion, training and dissemination 
(年間10億件のダウンロード) 

Production and publication 
(2019年は、50万件がScienceDirect上で出

版されました) 

Manuscript editing 
(エディターと著者の間では、年間700万回以

上のやり取りが行われています) 



Manage researchDiscover more 
breakthroughs

Stay up to date

検索機能、新しいコンセプトの理
解をサポートするTopic Page

アラート機能による新しい論
文の通知、もしくはアクセス

履歴を基にした
Recommendation機能

アクセス履歴機能（reading 
history）,文献管理ツールへのエ

クスポートや、共有機能

学術文献を目的としたブラウズ体験の向上や、ジャーナルや書籍のページの充実



全てのジャーナルでグリー
ンOAを用意しています

毎年、45,000件の論文が
グリーンOAで提供されて

います

100%
2019年には、49千件の

ゴールドOA論文が出版さ
れました。前年比10％以

上の伸長です。

現在では、120万件のOA
論文が出版されています

（ScienceDirect）

49,000
2019年には、新規でフル
ゴールドOAのジャーナル
が、100タイトルリリースさ

れました

1,900以上のジャーナルで、
ゴールドOA出版が可能で

す

100
140のジャーナルが、

Open Archiveに対応して
います

140

なぜScienceDirect?
④Open Accessへの積極的ない対応



ジャーナル

ジャーナルおよび書籍

書籍

Encyclopedias 百科事典等の大型書籍

Reviews and Series
レビュー誌・ブックシリーズ

Research
研究レポート

Textbooks

Handbooks

Monographs and References 単行本

情報の有効利用期間

Letters
レター誌

学
際

性

速報性
先端

研究成果の蓄積、
研究発表後の視点

未発表の新しい研究

なぜScienceDirect?
⑤ジャーナルや書籍を同一プラットフォームに集約

確立された理論
Foundation

8

研究者は状況に応じて双方の文献を必要としています。

書籍とジャーナルは、異なる視点から研究をサポートしています。
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• 論文タイトル（Title）

• 書誌情報（ジャーナルタイトル、著者名、
所属機関、出版年、巻号ページ）

• 抄録（Abstract）
• キーワード（Keywords）

• 本文

• 序文（Introduction）

• 方法（Methods）

• 結果（Results）

• 考察（Discussions）

• 参考文献（References）

検索で論文を探す

① 学術論文の一般的な構造



検索で論文を探す

② フルテキストデータベース

ジャーナル
タイトル

電子ジャーナル
リスト、OPAC

抄録DB 抄録・引用文献 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

論文が何(誰)を
引用しているか、
何(誰)に引用さ
れているか知る

論文本文を読む、
本文を検索する

項目

対応DB/
システム

使用目的

本文

参考文献

抄録

キーワード

論文タイトル

書誌情報

具体例

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

抄録

キーワード

参考文献

本文や図の
検索も可能

序文
方法
結果
考察
謝辞
補足資料

本文



検索で論文を探す

③ ScienceDirect利用の流れ

フルテキスト

トップページ

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

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 抄録DB、抄録・引用文献DB、
検索エンジン

外部からリンク
する



検索で論文を探す

④ クイック検索

キーワード 著者名
ジャーナル/ブックタイトル 巻 / 号 / ページ

ホームページから

その他のページから

検索の設定変更可能
（詳細検索を使います）

次ページへ続く

詳細検索
スライド15



検索で論文を探す

⑤ 検索結果ページ（クイック検索）

ヒット数

出版年、文献タイプ、タイトル、Open 
Access/Archiveで絞り込み

検索
アラートの

設定

一括ダウンロードと
エクスポート

個別ダウンロード、抄録
表示とエクスポート

並べ替え
・関連度順（初期設定）

・日付順

論文ページへ



検索で論文を探す

⑥ 詳細検索

いわゆる
主題検索

全文検索

ジャーナル/ブックタイトル 出版年

著者名 所属機関

タイトル / 抄録 / キーワード

タイトル

巻 / 号 / ページ / DOI / ISSN / ISBN

参考文献

文献のタイプ



検索で論文を探す

⑦検索のヒント（1）

適切なキーワードを
選ぶ

研究トピックに関連する
具体的な用語を選ぶ

一般的すぎる用語は避け
る

演算子を活用する

複数のキーワードの関連
性を指定することによって、
検索を絞り込んだり、拡張
したりする

データベースの絞り込
み機能を活用する

出版年、分野、文献タイプ
などキーワード以外の観
点での絞り込みも考える

漏れのない検索を
心がける

著者キーワードや索引
キーワードから関連する
用語を探す



検索で論文を探す

⑦検索のヒント（2）

基本ルール

• 大文字・小文字は区別しません。

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。

論理演算子

大文字で入力します。NOT>AND>ORの優先順位になります。

• 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

• NOT （もしくは - ）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 NOT malignant

AND

OR

NOT
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どんなタイトルを利用できる
のかを知りたい



タイトルリストから論文を探す

① ScienceDirectホームページ

ジャーナル / ブックタイトルリスト
へ（次ページ）

タイトル中の単語で検索

・ 分野別タイトルリストにリンク
・ 人気のある論文
・ 新の論文



タイトルリストから論文を探す

② ジャーナル / ブックタイトルリスト

ドメインとサブドメインの選択
で絞り込みが可能です



タイトルリストから論文を探す

② ジャーナル / ブックタイトルリスト

ジャーナル/
ブック種別

分野で絞り
込み

購読誌や
オープンアクセス

タイトル名で検索

論文投稿受付

所属機関で
アクセス可能
な文献リスト

文献名をクリック
次ページへ



ジャーナルのホームページ

近の出版論文 近の出版号

ジャーナルの情報

論文の投稿

RSS
ジャーナルのアラート設定

全ての巻号を表示

ページ下部



書籍のホームページ

書籍の概要

全章のダウンロード

共有機能

目次

全章・章毎のダウンロード

引用表示

下部に書籍の詳細情報

書籍内の検索
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フルテキストを使いこなす

① HTMLフルテキスト

HTML：3フレーム（ナビゲーション、付加機能）

アウト
ライン

本文
参考文献

多彩な
付加機能

巻号内の前後の
文献へ移動



フルテキストを使いこなす

② PDFフルテキスト

PDF：読み慣れたレイアウトに機能を追加

アウトラインと引用文献の
表示

Mendeleyへの
エキスポート



フルテキストを使いこなす

③ 書誌情報、その他の基本情報

・ 完全な著者リスト

・ 所属機関

・ 論文履歴（受理日、オンライン掲載日
など）

・ デジタルオブジェクト識別（DOI）
・ オープンアクセス論文

・ ライセンス情報

・ 著作権処理サービス（RightsLink）
へのリンク



フルテキストを使いこなす

④ Topic ページ

書籍の情報を利用したTopicページ
33万以上のページを用意
無料でアクセス可能

単語やフレーズの意味

関連する単語やフレーズ（他
のTopicページ）へのリンク

• 論文を読んでいるときに、不明な単語やフレーズについて、ScienceDirectの書籍の情報を参照で

きるようになりました。Topic機能では、書籍から高い関連性を持つ情報が選定されています。

• 論文中の単語やフレーズ（ハイパーリンク）から、必要な学術情報の入手が、より素早く簡単になり、

節約した時間と得られた情報で主となる研究や調査を促進することが可能です。

例：https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452199X18300768
本文中の青い文字をクリックしてみてください



フルテキストを使いこなす

⑤ おすすめ論文と被引用情報

Recommended articles
おすすめ論文（この論文を読んだ人
が読んだ他の論文）

Article Metrics
PlumXの評価指標

利用、キャプチャ、言及、ソーシャル
メディア、Scopus以外の被引用数

Citing articles (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。

https://www.scopus.com/

例：
https://plu.mx/plum/a/?doi=10.1016/j.iheduc.2015.02.002&th
eme=plum-sciencedirect-theme&hideUsage=true
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文献を効率よく管理する

① 検索結果画面からのエクスポート

文献管理ツールまたは
ファイルタイプを選択

検索結果ページ、ジャーナルホームページ、論文ページから

エクスポートしたい
論文を選択
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パーソナル機能

① ユーザー登録、サインイン

名、姓

アラートなどのパーソナル機能を使用する
にはユーザー登録、サインインが必要です。

ID/PWはScopus/Mendeleyと共通です。

E-mailアドレス → ユーザー名になります

パスワード（5～20文字の英数字）



パーソナル機能

② E-mailアラート

ジャーナルホームページ

新号アラート

新号の目次またはArticles in PressをE-mailで通知



パーソナル機能

③ Recommendation お薦め文献機能

ログイン中の文献アクセス状況から、お薦めの
文献を表示。E-mailで通知も可能。

文献アクセス履歴
を確認できます



・登録済みアラートの確認

・設定変更、削除も可能

パーソナル機能

④ アラート管理、個人設定

パスワードの変更

グループの変更



• リモートアクセスのご案内ページ

• https://www.elsevier.com/ja-
jp/solutions/sciencedirect/sciencedirect_for_user#remote_a
ccess

学認、電子メールなどのリモートアクセスを提供しています。
VPNなどのリモートアクセスもございますので、機関内の担当
者にお問い合わせ願います。

リモートアクセス

もしくは、ページ 下部の
”Remote Access”をクリック
して、画面表示に沿ってお
進みください。



お問い合わせ先

• 使い方ガイドページ

• https://www.elsevier.com/ja-
jp/solutions/sciencedirect/sciencedirect_for_user

• クイックレファレンスガイド、オンライン動画、バージョンアップ情
報など

• エルゼビア・ジャパン株式会社 ヘルプデスク

• Tel: 03-5561-5035
• もしくは、以下のサイトに入力をお願いします。

• https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/29221/
supporthub/generic/



エルゼビア Research Academy
• 無料で、オンラインで受講可能です

• 研究準備、原稿執筆、論文投稿、査読プロセス、インパクトの項
目にまとめて、関連する50以上のモジュールを用意しています

• 受講者には、受講証を発行します

• https://researcheracademy.elsevier.com/
• モジュールの例

− 10 reasons to get – and use – an ORCID iD

− Gender Bias in academic publishing

− Impact Factor and bibliometric indicators

− How to identify the right journal to publish in

− Plagiarism

− Making academia–industry collaborations work



質疑応答①

• ご質問

− Download PDFが示されていない場合は,本文が亡いということで
しょうか．

− 有料の論文はどうすれば読むことができますか？

• 回答

− 本文は必ず存在しています。個人で購入することは可能です。もしく
は、ご所属の図書館にお問い合わせください。

− 個人で購入する場合は、“Download PDF”の代わりに“Get
Access”という表示アイコンが表示されます。そのアイコンをクリック
してください。クレジットカードでの購入が可能です。



質疑応答②

• ご質問

− 論理演算子ORのやり方を教えてください

• 回答

− 検索窓ボックスに、以下のように入力します



質疑応答③

• ご質問

− 当館で一部購読、他はトランザクション利用をしているのですが、購
読誌とトランザクション利用で検索結果一覧の段階で見分けることは
可能なのでしょうか。もしくは絞り込み機能から絞り込むことは出来る
のでしょうか。

• 回答

− 検索結果画面で、“Download PDF”と表示されていればトランザク
ションは不要ですし、“Get Access”と表示されているとトランザクショ

ンを利用する対象ということになります。絞り込み機能はございませ
ん。



質疑応答④

• ご質問

− シソーラスはありますか

• 回答

− ございません。

• ご質問

− 学認とメールアドレスのログインではそれぞれ機能に違いがあったり
するのでしょうか．

• 回答

− 学認で個人設定（ePTID）を送出していないと、メールアドレスでのロ
グインで使える機能が使えなくなります。


