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収録コンテンツ収録コンテンツ

電子ジャーナル

エルゼビアのジャーナル2,000誌以上のフルテキスト

毎日更新

830万論文以上（2007年6月時点）

Articles in Press（冊子体発行前の論文）も搭載

フルテキストアクセス：契約初年度は5年分
（翌年から累積）

バックファイルあり（要オプション契約）

電子ブック（要オプション契約）

レファレンスワーク

ブックシリーズ

ハンドブック

eBooks（イーブック）2007年8月提供開始予定、トライアル受付中
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多彩な機能多彩な機能

ブラウズ
アルファベット順、分野別

購読誌・非購読誌の区別、コンテンツタイプの区別
Articles in Press（冊子体発行前の論文）

検索
クイック検索、アドバンス検索、エキスパート検索

引用検索（Cited by）

パーソナル機能（ログインが必要）
Remember me（ログイン情報を記憶）

Recent Actions（過去の操作を記憶）

お気に入りジャーナル／ブック
アラート / RSS

Volume/Issue Alerts / Article Feed（登録したタイトルに新しく搭載された
論文を巻号単位 / 論文単位で通知）

Search Alerts / Search Feed（登録した検索条件に合致した論文を通知）

Topic Alerts / Topic Feed（予め登録されたトピックに該当する論文を通知）

Citation Alerts / Citation Feed（指定した論文がSD上の他の論文に引用された
ときに通知）

検索履歴（Search History）

検索式の保存と再実行
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論文の表示方法・出力方法論文の表示方法・出力方法

表示方法

Abstract - 書誌事項+抄録

Abstract+References - 書誌事項+抄録+参考文献

SummaryPlus - 書誌事項+抄録+論文構成＋図表＋参考文献

Full Text + Links - HTMLフルテキスト

PDF - PDFフルテキスト

ダウンロード、印刷

メール送信（書誌情報とリンク）

エクスポート

RIS形式（文献管理プログラムReference Manager、ProCite、
EndNote）

RefWorks形式（ウェブ対応文献管理プログラム）に直接出力

テキスト形式
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ScienceDirect

他社電子
ジャーナル

GenBank
米国 NIH 遺伝子

データバンク

ScienceDirectリンク環境ScienceDirectリンク環境

その他書誌
データベース

エルゼビアの論文
投稿支援システム

他社電子
ジャーナル

論文B

論文A

参考文献

本文中
DNA配列番号
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ホームページ・ログインホームページ・ログイン
日本語サポートページ

クイック検索
• 論文タイトル、抄録、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

タイトルのブラウズ
• アルファベット順
• 分野別

Remember me で
ログイン情報を記憶

ID/PWを入力
してログイン

Not Registered? で
ユーザー登録画面へ

Top 25 Hottest Articles

論文数
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ログイン後のホームページログイン後のホームページ

•ユーザー名が表示される
•ログアウト

表示するウィンドウ
をカスタマイズ可能

過去の操作を100件
まで記憶
• 検索
• フルテキスト表示
• ジャーナル／ブック

クイックリンク
• お気に入りジャーナル

／ブック
• SD上のページ
• 他のウェブサイト
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ブラウズ画面ブラウズ画面

ブラウズ方法の選択
• アルファベット順 ・分野別
• お気に入りジャーナル／ブックのみ
• フルテキスト閲覧可能・非購読誌
• コンテンツの種類

冊子体発行前
の論文

• お気に入り
• Volume/Issue Alerts
• Article Feed (RSS)

購読誌
フルテキスト利用可能
無料公開誌を含む

非購読誌
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ジャーナル／ブックホームページジャーナル／ブックホームページ

巻号リストと目次を
一画面で表示

表示形式の選択
（抄録の有無）

• 選択した論文の表示
• メール送信
• エクスポート

論文の詳細表示形式の
選択

• Volume/Issue Alert
• お気に入り
• Article Feed (RSS)
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論文（Full Text + Links）の表示論文（Full Text + Links）の表示

• Cited By検索
• メール送信
• Citation Alert
• エクスポート
• Citation Feed (RSS)

表示形式の変更

Scopusへのリンク
→ 次ページ参照
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SDからScopus（スコーパス）へのリンクSDからScopus（スコーパス）へのリンク

Scopusをご契約いただいていない場合も、
機能限定版がご利用いただけます。

View Record in Scopus
対応するScopusのレコードを表示

Cited By in Scopus (n)
Scopus上の引用文献を表示、n は被引用回数
15,000誌以上のジャーナルからの引用情報を
見ることができます。

エルゼビアが提供する世界 大
規模の書誌・引用データベース。
世界4000社以上の15,000以上の
ジャーナルを収録

参考文献からも
リンク可能
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SDからの様々なリンクSDからの様々なリンク

論文内の参考
文献／図表に
リンク

他社の論文

SD上の論文

GenBank(論文中のDNA配列番号

DNA sequence number）をクリックす
ると、GenBank（US National Institute 
of Healthのデータベース）にリンク
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自分の名前・E-mailアドレス

相手のE-mail アドレス
（複数の相手に送る場合は「,」で区切る）

Taro Yamada

jp.dls@elsevier.com

myfriend@elsevier.com, abcde@elsevier.com

論文のメール送信（E-Mail Articles）論文のメール送信（E-Mail Articles）

HTML形式

テキスト形式

送られるE-mail は、
論文へのリンクを含む
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論文のエクスポート（Export）論文のエクスポート（Export）

テキスト形式
• ブラウザの機能を

使って保存

RefWorks（ウェブベースの文献

管理プログラム）への直接出力
• My SettingsでID/PWを登録可能

• 別途契約が必要

RIS形式（EndNoteなどの文

献管理プログラム）への出力
• 別途契約が必要
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アドバンス検索画面（Advanced Search）アドバンス検索画面（Advanced Search）

条件指定
•範囲
•分野
•文書タイプ
•日付
•巻/号/ページ

検索語と
論理演算子

検索履歴

“drug interaction”

“side effect”

検索画面の選択
・アドバンス検索
・エキスパート検索

検索対象項目

検索実行

検索対象コンテンツ
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検索方法 － Scopusとの違い検索方法 － Scopusとの違い

フレーズ検索

複数語をフレーズとして検索するためには、二重引用符（” “）または
一重引用符（’ ‘）で囲みます。

二重引用符（” “）は、曖昧なフレーズ検索を行います。記号は無視され、
単数形と複数形の両方を検索します。

“C++” は、C++ も C も検索します。

“heart-attack” は、heart-attackとheart attackを検索します。

ワイルドカードも使用できます。”criminal* insan*” は、
criminally insane や criminal insanity などを検索します。

一重引用符（’ ‘）は、指定した文字列を厳密に検索します。記号も文字とし
て検索し、単数形と複数形も区別します。

‘C++’ は、C++ だけを検索します。

‘heart-attack’ は、heart-attack だけを検索します。

ワイルドカードを文字として検索します。’health care?’は、
The myth of agency and patient choice in health care? などを検索します。
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検索方法 － Scopusとの違い検索方法 － Scopusとの違い

著者名検索

特定の著者名を検索するには、Specific Authorフィールドを使用
します。

m* koshiba within Specific Author は、

M. Koshiba、Masatoshi Koshiba などを検索します。

• Authorsフィールドは、すべての著者名を1つのフィールドとして
検索します。共著論文を探すのに便利です。

yamamoto suzuki within Authors は、

Hirohumi Suzuki, Yurika Miyoshi and Toshiharu Yamamoto などを
検索します。
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検索結果の表示・絞り込み検索検索結果の表示・絞り込み検索

論文単位でフルテキスト
が閲覧可能かどうか表示

並べ替え
• 日付順
• 関連度順

絞り込み検索検索項目
の指定も可能

例: title(memory)

Search Alertの登録

アラートの名前、
E-mailアドレス、頻度
を指定して保存

Search Feed (RSS)
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アラート管理画面（Alerts）アラート管理画面（Alerts）

登録アラート一覧
変更、
削除可能

各アラートに
対応するRSS
を設定可能
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TOP 25 Hottest ArticlesTOP 25 Hottest Articles
もダウンロード回数が多かった論文リスト

SDホームページまたは http://top25.sciencedirect.com からアクセス
3ヶ月ごとに更新

アラートの登録も
可能

以下を選択可能
• 全タイトル
• 分野別
• ジャーナル別
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お問い合わせ先お問い合わせ先

エルゼビア・ジャパン株式会社
TEL: 03-5561-5034 
FAX: 03-5561-5047
E-mail: jp.dls@elsevier.com

日本語サポートページ
ScienceDirect上の ボタン

http://japan.elsevier.com/sdsupport/

オンラインチュートリアル
日本語、英語、韓国語、中国語など各国言語版を用意

日本語サポートページまたは から

英語情報ページ
• http://www.info.sciencedirect.com


