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Elsevierオンラインブックス（ジャーナルを含む） 
利用講習会 

2016年5月25日（水） 
京都大学桂キャンパス 
 
エルゼビア・ジャパン株式会社 
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エルゼビアの主な電子製品 

無料の文献管理ツール＆研究者ネットワーク 世界最大級の抄録・引用文献データベース 

世界5,000社以上の22,000誌以上の 
ジャーナル、120,000タイトル以上のブック 

世界最大級の反応・化合物データベース 

エルゼビアのフルテキストデータベース 

約2,500誌の電子ジャーナル 
34,000タイトル以上の電子ブック 
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世界最大のフルテキストデータベース 
www.sciencedirect.com 
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ScienceDirectとは？ 
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 2014の62カテゴリでインパクトファクターNo.1 

- 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 

• 34,000タイトル以上の電子ブック 

• 1,400万件以上のレコード 
 

 

 
出典：Thomson Reutersのデータに
基づく社内分析 

2014年出版社別ジャーナル論文シェア 
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エルゼビアのScienceDirect電子ブックについて 
理工、医学、社会科学を中心とした研究分野向けに、単行本、ハンドブック、百科事典
などの約34,000タイトルを収録しています。 

生化学・分子生物学 

神経科学・生理学 

医学・歯学・獣医学 

薬学 

農学・生物学 

化学・化学工学 

工学・エネルギー・ 
材料科学 

物理・数学・ 
コンピュータ科学 

地球科学・環境科学 

経済学・社会学 

心理学 
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エルゼビアのScienceDirect電子ブックについて 
理工、医学、社会科学を中心とした研究分野向けに、単行本、ハンドブック、百科事典
などの約34,000タイトルを収録しています。 

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 

eBook 
（単行本） 
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京都大学様でご利用可能なエルゼビア社電子ブック 

Chemical Engineering 2014-2015(82 titles) 
Chemistry 2014-2015(49 titles) 
Materials Sciences 2015(85 titles) 

2015年3月より新たにご利用いただけるようになった電子ブック 

&  Carboranes 

eBook（単行本）： 約1352タイトル 
主な分野と刊行年 
Finance 1995-2010(約217タイトル) 
Mathematics 1990-2016(約1135タイトル) 

レファレンスワーク（百科事典）：約47タイトル 
Comprehensive Organic Synthesis 2e,  
Comprehensive Organometallic Chemistry III 
Encyclopedia of Biological Chemistry 他 

ハンドブック・ブックシリーズ：4タイトル 
Methods in Enzymology(V1-571) 
Progress in Brain Research(V160-225) 
International Review of Cell and Molecular Biology(V256-324) 
Handbooks in Economics(テーマ毎、約34 titles) 

現在、エルゼビア社電子ブック全21,600タイトルのうち約1,403タイトルが 
ご利用いただけます。 

217 
タイトル 

その他にも下記電子ブックが全てご利用いただける環境が整っています。 
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研究活動におけるジャーナル、書籍コンテンツの利用 

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。 
研究者は状況に応じて双方の文献を必要としています。 

 

 基礎的理論 
 網羅性 
 教育利用 
 幅広い視点 
 新しい領域のエントリーポイント 

 

 専門知識 
 1つのトピックに集中 
 先進性 
 最新技術の応用 

 

書籍 
 

研究領域を横断的に 
カバーし関連付ける 

ジャーナル 
 

研究領域の 
最新の情報を発信 

8 
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Journals 

ジャーナル・書籍 

Books 

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 
最先端 

確立された理論 
Evidence-Based 

最新情報から確立理論まで 
体系的に研究・学習可能な環境構築に書籍は重要な役割を果たしています。 

研究成果の蓄積、
研究発表後の視点 

未発表の 
新しい研究 

研究に用いられる文献の種類 



ScienceDirect     |    10 

ScienceDirect 電子ブックの探し方 
～京都大学様でご利用いただける電子ブックを探す～ 

１）京都大学図書館機構 http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/ 
【電子ジャーナル／電子ブック】 
京都大学様でご利用いただける主な電子ブックを探す事ができます。 

２）Kuline(蔵書検索）   http://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp// 
タイトル等で特定の電子ブックを検索して探す事ができます。 

３）JGP化学系サブユニットHP   http://www.jgp-cche.t.kyoto-u.ac.jp/ 
For Students > 【Onlinebooks】 
2016年3月に利用開始となった217タイトルのリスト。URL付なので直接アクセス可能です。 

４）Elsevierウェブサイト  http://jp.elsevier.com/online-tools/sciencedirect/books#ebooks 
サイト内の【タイトルリスト・価格表】でeBook全分野のタイトル情報を探す事ができます。 

５）ScienceDirect  http://www.sciencedirect.com/ 
タイトル等で特定の電子ブックを検索して探す事ができます。 

http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/
http://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/
http://www.jgp-cche.t.kyoto-u.ac.jp/
http://jp.elsevier.com/online-tools/sciencedirect/books#ebooks
http://jp.elsevier.com/online-tools/sciencedirect/books#ebooks
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ScienceDirectとは？ 
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 
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ScienceDirectとは？  
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 

タイトルホームページ タイトルリスト 

検索で論文を探す 

検索結果ページ 

電子ジャーナル・電子ブック 
リスト 

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 

http://www.google.co.jp/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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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
にリンク 

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 
・ 最新の論文 

どんなタイトルを利用できる
のかを知りたい 
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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 

     購読誌（フルテキスト利用可能） 

     オープンアクセス誌 
     購読誌（オープンアクセス論文を含む） 

     非購読誌（オープンアクセス論文を含む） 

     非購読誌（抄録のみ） 

分野で絞り込み 

アルファベット順 ジャーナル/ブック種別 アクセスタイプ 
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タイトルリストから論文を探す 
③ ジャーナルホームページ 

Articles in Press 
受理後、巻号ページが付与される
前のオンライン速報版 

Open Access articles 
オープンアクセス論文のみ
を表示 

Open Access オープンアクセスジャーナル 
Supports Open Access オープンアクセス論文を含む 

     Get new article feed 
     Get new Open Access article feed 
     最新論文をRSSで配信 
     Subscribe to new volume alerts 
     最新号のE-mailアラート （要ログイン）    

    購読誌（フルテキスト利用可能） 
    オープンアクセス論文 
     （フルテキスト利用可能） 
        非購読誌（抄録のみ） 
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タイトルリストから論文を探す 
④ 単行本（Books）ホームページ 

ブック内を検索 

ブックの概要 
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タイトルリストから論文を探す 
⑤ 百科事典（Reference Works）ホームページ 

ブック内を検索 

ボリューム別にブラウズ 

各種の 
ブラウズ方法 
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タイトルリストから論文を探す 
⑥ 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 

タイトルホームページ、検索結果ページ、論文ページから 

エクスポートしたい
論文を選択 

    で個別論文を保存 
      で全文献を保存 
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デモ（1） 
自分の専攻分野でフルテキストを利用できるジャーナルタイトルを確認する 
1. ScienceDirect （www.sciencedirect.com） にアクセスする 
2. ページ上部の Journals リンクをクリックし、ジャーナルタイトル一覧を表示する 
3. 左側の [Filter by subject] で興味のある分野を選択し、            をクリックする 
4. アクセスタイプのプルダウンから [Full-text access] を選択する 
5. フルテキストまで読むことができるジャーナルのリストを確認する 

Polymer誌の最新号を読む、ジャーナル詳細を確認する 
1. 画面上部の [Journal or book title] 欄に  polymer  と入力し、       をクリックする 
2. 検索結果一覧のジャーナル Polymer のアクセスタイプ（契約の有無）を確認する 
3. ジャーナルタイトルをクリックし、ジャーナルホームページへ移動し、最新号の目次を確認する 
4. 左欄の Articles in Press リンクをクリックし、オンライン速報版の一覧を表示する 

自分の専攻分野でフルテキストを利用できるブックタイトルを確認する 
1. ページ上部の Books リンクをクリックし、ブックタイトル一覧を表示する 
2. アクセスタイプのプルダウンから [Full-text access] を選択する 
3. フルテキストまで読むことができるブックのリストを確認する 
4. いずれかのタイトルをクリックして、ブックのホームページを開く 
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検索で論文を探す 
① 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 

詳細検索 

ホームページから 

その他のページから 

フルテキストデータベースを
効率的に検索したい 
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検索で論文を探す 
② 検索結果ページ 

ヒット数 

並べ替え  
・関連度順（初期設定） 

・日付順 

オープンアクセス
論文に絞り込み 

    検索アラート 
    （要ログイン） 
    RSSフィード 

特定の出版年、タイトル、
キーワード、コンテンツタイプ
に絞り込み 

    購読誌（フルテキスト利用可能） 
    オープンアクセス論文 
     （フルテキスト利用可能） 
        非購読誌（抄録のみ） 
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検索で論文を探す 
③ 図を検索する 

サムネイルにマウスを 
かざすと拡大（購読誌） 

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 

キャプションまたは本文参照箇所
の前後20語から検索 
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検索で論文を探す 
④ 詳細検索 

条件指定 
・コンテンツタイプ 
・購読誌、オープン 
  アクセス論文のみ 
・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 
 フルテキスト（参考文献を除く） 
・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 
 

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 

検索実行 
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デモ（2） 
カーボンナノチューブ（carbon nanotube）に関する論文を検索する 
1. ScienceDirectのロゴをクリックし、ホームページに戻る 
2. Keywords欄に  carbon nanotube  と入力し、       をクリックする 
3. 検索結果ページのRefine filters欄で、出版年、論文数の多いジャーナルなどをチェックする 
4. 左側のRefine欄から Content type として  Book  を選択し、                  をクリックする 
5. フルテキストを読むことができるチャプター       を確認する 

図を検索する 
1. 検索結果の上の  See image results  リンクをクリックし、図の検索結果を確認する 
2. フルテキストを読むことができるチャプター       のサムネールとキャプションにマウスを重ね、拡大表示

する 
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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 

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 

本文（PDFに似た 
読みやすいレイアウト） 

多彩な 
付加機能 

HTMLフルテキストの多彩
な機能を活用したい 
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フルテキストを使いこなす 
② ジャーナルのHTMLフルテキスト 

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） 

Related book content 
ScienceDirectの電子ブックから 
関連文献 

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。5,000社以上の
22,000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
いない場合は最新の20件のみを表示。 

論文アウトライン 
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フルテキストを使いこなす 
③ ブックのHTMLフルテキスト 

ブック目次 

チャプター目次 

独自に作成した抄録（サマ
リー）が付与されています 
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フルテキストを使いこなす 
④ 各種ツール 

分野別の外部データベースへのリンクなど、
各種ツールが表示されることがあります。 

Brain structures 

Chemical Compound Viewer 

Interactive 
Phylogenetic Trees 

PANGAEA Linked Data Interactive MATLAB 
Figure Viewer 

AudioSlides 

ツール一覧（Elsevier Content Innovation）  http://www.elsevier.com/books-and-journals/content-innovation 
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フルテキストを使いこなす 
⑤ ポップアップ情報の表示 

図表のリンクをクリックすると、図表を
表示。ポップアップに表示させたまま、
中央フレームで本文をスクロールして
読み進めます。 

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 

PowerPointスライドとして出力 
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フルテキストを使いこなす 
⑥ PDFフルテキストの表示とおすすめ論文 

PDFフルテキストの
ダウンロード 

おすすめ論文を 
ポップアップに３件表示 

ポップアップを表示したくない場合は 
Do not show again をクリック 
（同セッション内でのみ有効） 
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デモ（3） 
ジャーナル論文のフルテキストの各種機能を活用する 
1. 画面上部の [Search all fields] 欄に  carbon nanotube  が入った状態で        をクリックする 
2. フルテキストを読むことができる論文       のタイトルをクリックする 
3. HTMLフルテキストの各種機能を確認する 

• 左側 … 論文アウトライン（ナビゲーション） 
• 右側 … おすすめ論文、この論文を引用している論文、各種ツール 
• 中央 … 本文、図表、参考文献、著者名のリンク、参考文献のリンク、図表のリンク 

4. 画面上部の               をクリックし、PDFを表示する。おすすめ論文も確認する 

ブックチャプターのフルテキストの各種機能を活用する 
1. ブラウザの [戻る] で検索結果ページに戻る 
2. 左側のRefine欄から Content type として  Book  を選択し、                  をクリックする 
3. HTMLフルテキストの各種機能を確認する 

 
 

 
 
 
 

 
 

HTMLフルテキストの多彩な
機能を活用したい 
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世界最大級の抄録・引用文献データベース 
www.scopus.com 

日本語インターフェースで 
らくらく検索！ 
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Scopusとは？ 
① 抄録・引用文献データベース 

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 

被引用数に
基づいた、
論文の重み
づけ、並べ
替えが可能 

世界の5,000社 
以上の出版社 

出版社ごとの 
データベース 

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 参考文献 
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• 逐次刊行物22,000タイトル、会議録90,000イベント、書籍120,000タイトル 
• 6,200万レコード 
• グローバルなコンテンツ収集方針 

- 世界のあらゆる地域の105か国のタイトル 
- 40の本文言語 
- 日本国内のタイトルは400以上 

ジャーナル 

 
査読誌  21,568 
業界誌  361 
 
- オープンアクセス誌  3,715 
- Articles in Press対応  5,100 
- MEDLINEを100%網羅 
 
- 抄録  1823年～ 
- 参考文献  1996年～ 
  （1970年まで遡って搭載中） 

化学・物理・
工学 
7,400以上 
ヘルスサイ
エンス 
6,800以上 
ライフサイエ
ンス 
4,500以上 
社会科学・
人文科学 
8,100以上 

 
イベント数  90,000 
論文数  730万  
 
 
 
 
 
工学とコンピュータ科学を中心に
収録 

 
ブックシリーズ  531  
- ボリューム数  30,000 
- チャプター数  120万 
 
単行本・百科事典  120,000 
- チャプター数  974,000 
 
全分野を収録、 
社会科学と人文科学に焦点 

書籍 会議録 

Source: November 2015 title list at https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content 

Scopusとは？  
② 世界最大規模の収録範囲 全分野・各種文献タイプを網羅 
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最新情報、トレンドを調べる 
① 検索の開始 

検索画面選択 

検索履歴 
組み合わせ検索 

英語、中国語（簡体字・繁体字）インターフェースに切り替え 
※ ログイン後に切り替えると、設定を記憶 

検索対象項目 検索語入力 

研究テーマの最新情報、 
トレンドを知りたい 
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最新情報、トレンドを調べる 
② 検索結果（内訳表示、グラフ化、フルテキストリンク） 

検索結果の分析（グラフ化） 内訳表示・絞り込み 

検索式、ヒット数 

カスタマイズリンク 
（大学で設定） 

出版社サイトの 
フルテキストへ 

初期状態では 
出版年順（新しい順） 
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最新情報、トレンドを調べる 
③ エクスポート 

エクスポートする
情報を選択 

エクスポートしたい
文献を選択 

   で個別論文を保存 
     で全文献を保存 
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デモ（1） 

ポルフィリン（porphyrin）に関する論文を検索する 

1. Scopus （www.scopus.com） にアクセスする 
2. [検索語…] 欄に検索語を入力し、              をクリックする 

   porphyrin        論文タイトル、抄録、キーワード 

3. 検索結果の [項目を選択して絞り込み] 欄で、出版年の傾向、発表論文の多い著者、 
ジャーナル、所属機関などを確認する 

4. 検索結果一覧の上の       検索結果の分析  をクリックする 
5. [検索結果の分析] 画面で、出版年、ジャーナル名、著者名などのトレンドを確認する 
6. 検索結果に戻る で検索結果ページに戻る 
7. [項目を選択して絞り込み] 欄で、著者所属機関  Kyoto University  を選択し、 

              をクリックする 
8. フルテキストの入手方法を確認する 

• フルテキスト  をクリックし、出版社の電子ジャーナルサイトでフルテキストを表示する 
•     をクリックし、その他のフルテキスト入手方法を確認する 

http://www.scopus.com/
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重要論文を調べる 
① 時間軸も追える強力な引用機能 

抄録 
＋ 

参考文献 

【未来】 
 対象論文を引用している文献  
 対象論文以降に発行された論文 

【過去】 
 対象論文が引用している参考文献 
 対象論文以前に発行された論文 

関連検索 
対象論文と参考文献、著者、 
キーワードが共通している論文 

一般に、引用される回数が 
多い論文がインパクトの 
高い重要な論文であると 

みなされます 

被引用数が多い 
重要な論文を見つけたい 
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重要論文を調べる 
② 被引用数で並べ替える 

被引用数をクリックすると、 
その論文を引用している 
文献リストを表示 

被引用数で並べ替え 
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重要論文を調べる 
③ 抄録＋参考文献ページ 

この論文が引用している
参考文献 

この論文と参考文献、著者、 
キーワードが共通している関連論文 

特許による被引用数 

被引用数＋ 
この論文を引用している文献 

論文評価指標 
• 単純な被引用数 
• 被引用数のベンチマーキング 
• 分野を補正した被引用のインパクト 
• 論文以外の媒体からの言及回数などを表示 
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デモ（2） 

シリコン（silicon）を使用した太陽電池（solar cells）に関する論文のうち被引用数が多いものを
確認する、さらに「最近のレビュー論文」 に限定してみる 

1. ナビゲーションメニューの                    をクリックし、検索画面に戻る 
2. [検索語…] 欄に検索語を入力し、              をクリックする 

   silicon AND “solar cells”        論文タイトル、抄録、キーワード 

3. 検索結果一覧の右上の  [並べ替え:]  から  被引用数  を選択し、引用された回数の 
多い順に並べ変える 

 >>> 最近のレビュー論文に限定してみたい 
4. 検索結果一覧の左の [項目を選択して絞り込み] 欄で、出版年 2014  2015  2016、 

文献タイプ  Review  をチェックし、               をクリックする  
5. 被引用数が最も多い論文のタイトルをクリックし、抄録＋参考文献のページを開く 
6. 抄録＋参考文献ページで、各種機能を確認する 

• 参考文献、各参考文献の被引用数 
• 被引用数 n 回 
• 参考文献を共有する関連文献 
• 論文評価指標 
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著者で検索する 
① 著者識別機能 （様々な表記を 1 著者として名寄せ/区別） 

著者プロファイルへ 

複数の著者プロファイルを1つにまとめた
い場合は、チェックして著者フィードバック
フォームを使用 
→ 詳細はクイックレファレンスガイド p.7 

他の研究者や自分の論文
の影響を知りたい 
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著者で検索する 
② 著者プロファイル 

各種分析機能 

・ この著者が発表した文献リスト 
・ この著者の文献を引用している文献リスト 
・ 共著者リスト 

この著者が引用している
参考文献リスト 

修正依頼は著者フィード
バックフォームから 
→ 詳細はクイックレファレン
スガイドp.7 を参照 
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デモ（3） 

ノーベル物理学賞受賞者の天野浩（Amano, Hiroshi）教授を検索する  

1. ナビゲーションメニューの                をクリックし、検索画面に戻る 

2.                 タブをクリックする 
3. [著者の姓…] 欄と [著者のイニシャルまたは名…] 欄に入力し、             をクリックする 

    amano             hiroshi       

4. 検索結果一覧から Amano, Hiroshi (Nagoya University)  を選択する 
5. 著者プロファイルページで、各種情報を確認する 

• 文献数、被引用数、分野など 
• この著者が発表した文献リスト、この著者を引用している文献リスト、共著者リスト 
• この著者が引用している参考文献リスト 
•      著者分析 
•      引用分析 
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無料の文献管理ツール & 研究者ネットワーク 
www.mendeley.com 
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Mendeleyとは？ 
① 研究活動の様々な場面を支援 

卒業後も使い続けることが
できます 

様々な方法で文献を
追加する 

文献を整理し、いつでも 
どこでも利用する 

文献を読み、 
注釈を付ける 

他の研究者と 
文献を共有する 

参考文献を自動的に
作成する 

個人プロファイルを
公開する 
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Mendeleyとは？ 
② デスクトップ版とウェブ版を組み合わせて使用 

ウェブ版 

デスクトップ版 
Windows 

デスクトップ版 
Mac 

デスクトップ版 
Linux 

モバイル版 
iOS / Android 

同期 

ウェブデータベースとの連携 
データのバックアップ 

いつでも 
どこでも 

PDFの管理 
参考文献リストの作成 
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Mendeleyとは？ 
③ ユーザー登録とデスクトップ版のインストール 
• Mendeleyを利用するにはユーザー登録が必要です。ScienceDirect/Scopusのユーザー名も利用できます。 

ステップ1: http://www.mendeley.com 
から [Get a free account]   

ステップ2: First name、Last name、 
E-mail、Passwordを入力し、[Continue>] 

ステップ3: 分野と肩書を選択し、 
[Create account>] 

ステップ6: デスクトップ版を起動し、 
E-mail、Passwordを入力して [Sign In] 
☑ Stay signed in をチェックしておくと 
オフラインでも利用可能に 

ステップ5: デスクトップ版のプログラムを 
ダウンロードしてインストール 

ステップ4: 所属機関を入力・選択し、 
[Save and continue>] または [Skip this step>] 
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文献の追加：デスクトップ版 

① PDFのインポート、書誌情報の自動抽出 

• 個々のPDFやフォルダをドラッグ＆ドロップするだけで書誌情報を自動抽出 

個々のPDF PDFが入ったフォルダ 

書誌情報を自動的に抽出 
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Watched Folderの設定方法 
[File] メニュー → [Watch Folder…] 
または 
Windows: [Tools] メニュー → [Options] → [Watched Folders] タブ 
Mac: [Mendeley Desktop] メニュー → [Preferences…] → [Watched Folders] タブ 

文献の追加：デスクトップ版 
② Watched Folderの利用 
• PDFの保存フォルダを指定することによって自動的にMendeleyにインポートすることが可能 

・・・・・ 
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文献の追加：デスクトップ版 

③ 書誌情報の編集 

• 抽出された書誌情報が不完全な場合はマニュアルで編集できます 

書誌情報の編集 

ArXiv ID、DOI、PMIDで検索可能 
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http://www.mendeley.com/import 

文献の追加：ウェブ版 
① Web Importerのインストール（1） 
• Web Importerを使うと、各種データベースから文献を取り込むことができます 

ウェブ版から 

デスクトップ版から 

Web Importerインストールページ 
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文献の追加：ウェブ版 
② Web Importerのインストール（2） 
Chrome の場合 FireFox, Internet Explorer, Safari の場合 

ツールバーに 
ドラッグ＆ドロップ 

Chromeウェブストア
からインストール 

※ 年内にChromeの方式に切り替わる予定 
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文献の追加：ウェブ版 
③ Web Importerによる文献のインポート （Chromeの場合） 
• 論文ページ、検索結果ページから利用できます（論文ページにのみ対応している場合あり） 

PubMed（論文ページ） PubMed（検索結果ページ） 

電子ジャーナルでは参考文献
も抽出されることがあります 

すべてまたは選択した
文献を保存 

開いたPDFから実行する
こともできます 

PLoS One（論文ページ） 
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文献の追加：ウェブ版 
④ Web Importerによる文献のインポート （FireFox、IE、Safariの場合） 
• 論文ページ、検索結果ページから利用できます（論文ページにのみ対応している場合あり） 

PubMed（論文ページ） PubMed（検索結果ページ） 

PLoS One（論文ページ） 

すべてまたは選択した
文献を保存 
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文献の追加：ウェブ版 
⑤ Mendeleyへのダイレクトエクスポート 
• 製品内にMendeleyへのダイレクトエクスポートのメニューが用意されている場合があります 

ScienceDirect 

CiNii 医中誌Web 

Scopus 
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文献の追加：ウェブ版 

⑥ My Library 
• 追加した文献は [Library] タブで確認できます 

デスクトップ版My Libraryの 
基本的な機能を利用可能 

PDFファイルを添付 
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デスクトップ版とウェブ版の同期 
① 同期によってどこからでも同じ環境を利用可能に 
• デスクトップ版の起動時に自動的に同期、または [Sync] ボタンで同期 

ウェブ版 

デスクトップ版 
Windows 

デスクトップ版 
Mac 

デスクトップ版 
Linux 

モバイル版 
iOS / Android 

同期 
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デスクトップ版とウェブ版の同期 
② 空きディスク容量の確認、同期方法の指定 
• 無料版ではウェブ版のディスク容量を2GBまで利用できます 

添付ファイルの同期方法 
ウェブ版と同期をとるフォルダの指定 

※ 初期設定では全フォルダ 

ウェブ版の空きディスク容量の確認 
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文献の利用 
① ライブラリの管理 
• 検索、並べ替え、フォルダを活用し、必要な文献を容易に探すことができます 

フォルダ 
（新規作成、最近追加、 
最近表示、お気に入り、 
発表論文） 

文献のフィルタ 
（著者キーワード、著者名、タグ、出版物） 

    お気に入り 

    未読 

    PDFあり 

    ウェブからPDFをダウンロード可能   

並べ替え 
（著者名、タイトル、出版年、出版物、追加日） 

タグの付与 

ライブラリ内の検索 
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文献の利用 
② PDFビューア 
• PDFにハイライトや注釈を付けることができます 

PDF内の検索 

文献に対するノート 
（ライブラリの検索対象） 

PDF内の注釈 
（ライブラリの検索対象外） 

テキストを選択後、 
ハイライト、注釈、コピー 



Mendeley    |    63 

文献の利用 
③ PDFの管理 
• Windows: [Tools] メニュー → [Options] → [File Organizer] タブ 
• Mac: [Mendeley Desktop] メニュー → [Preferences…] → [File Organizer] タブ 

 

PDFをコピー 

PDFをサブフォルダに分類 

PDFを自動命名 

※ 初期設定はすべてOFF 

自動命名で Author – Year – Title を指定した例 

「PDFをコピー」を設定しないで 
元のPDFを削除すると、

Mendeleyからも消えてしまいます 

※ 初期設定はすべてOFF 
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Wordへの参考文献の挿入 
① MS Word Pluginのインストール 

 

Windows: 

Mac: 
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Wordへの参考文献の挿入 
② 文献符号の挿入 

文献を挿入したい個所で 
[Insert Citation] をクリック 

文献符号が挿入される 

ポップアップウィンドウで検索して [OK] 

Mendeley本体で検索して [Cite]  
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Wordへの参考文献の挿入 
③ 参考文献リストの作成 

 

参考文献リストを作成したい個所で 
[Insert Bibliography] をクリック 
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Wordへの参考文献の挿入 
④ 参考文献スタイルの変更 

スタイルを変更 
日本語の参考文献スタイル

SIST02も利用できます 
スタイルはCSL Editorを 

使用して編集可能 

新規スタイルをインストール インストール済のスタイルを選択 
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お問い合わせ先 

• 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 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 
    ScienceDirect: http://www.elsevier.com/jp/sciencedirect/users 
    Scopus:   http://www.elsevier.com/jp/scopus/users 
    Mendeley:  http://www.elsevier.com/jp/mendeley/users 

• オンライン講習会 
• http://www.elsevier.com/jp/trainingdesk 
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