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Wiley Online Library を使ってみましょう
世界中の利用者・図書館員・出版パートナーの皆さまの意見を十分に取り入れて設計された Wiley Online
Library は、すべての利用者に直観的なナビゲーションを可能にする新しいユーザーインターフェースを
提供します。ジャーナルの最新号からオンラインブックス、Early View（冊子体発行前に電子版で先行公
開される）論文、ジャーナルのバックファイル、関連文献、補足情報まで及ぶ多様なコンテンツを発見
し、読み、引用することがこれまで以上に容易になります。
主な特長
アクセスアイコンによって
コンテンツへのアクセス権
の有無と種別（有料購読・
無料公開・著者負担による
オープンアクセス）が分か
ります。
主題分類の改善により、
100 以上 の主題に細分化し
たタイトルリストを見るこ
とができます。
主題別ホームページでは注
目のタイトルやニュース記
事・各種情報をご覧いただ
けます。
表示ページの内容に連動するヘルプ
から、迅速に FAQ にアクセスできま
す。
引用文献へのリンクが改善され、本
文中の引用箇所から被引用文献に直
接アクセスできます。
関連文献の表示が改善されました。
目次情報 E メール配信に、Early
View 論文が含まれるようになりまし
た。

Wiley Online Library は以下のウェブブラウザに対応しています

図書館管理者用ページが改善されま

Internet Explorer (Windows): versions 6 以上

した。

Firefox (Mac + Windows): versions 2 以上

今後の改善予定

Safari (Mac + Windows): versions 3 以上

アドバンスト･サーチ機能の追加

Opera (Mac + Windows): versions 9 以上

最もよく読まれた／引用された論文

Google Chrome (Mac + Windows): 全バージョン

の紹介
対応する文献管理ソフトの追加
検索語のハイライト表示
モバイル端末への最適化

Notes:

ソーシャルネットワーキングおよび
ブックマーキングサイトへのリンク
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ホームページ
Wiley Online Library の各論文抄録は無料公開され、どなたでも検索・閲覧していただけます。さら
に、ユーザー登録していただいた利用者は、 マイ･プロファイルでお気に入りのタイトルやよく使
う検索式を保存したり、E メールアラート（新着情報の自動配信）を設定したり、自分のアカウン
トを管理したりできるようになります。

1.

1. 必要に応じログインして下さ

2.

い。

3.

2. 新たにユーザー登録したい場合
は NOT REGISTERED をクリックし
て下さい。
3. ご所属機関が Athens, Shibboleth

4.

またはユーザーネーム・パスワー
ド認証をご利用の場合はここから
ログインして下さい。（一般的な
IP アドレス認証では不要です）

5.

* ご不明の場合は図書館にお問
い合わせ下さい。
4. どのページからでもタブをク
リックしてタイトルを一覧表示で

9.

きます。

6.

5. 「保存しますか」「アクセスで
きません」などのメッセージは画
面上部に表示されます。

7.

6. 全コンテンツから特定の語また

8.

は出版物のタイトルを検索できま
す。
* 複雑な検索を実行したい場合
はアドバンスト・サーチをご利
用下さい。
7. 収録タイトルを ABC 順に一覧表

10.

示できます。
8. 収録タイトルは分野別にも一覧
表示できます。
9. 研究者・図書館員・著者・学会
の皆さまのための情報源と利用者
向けガイドへのリンクです。図書
館管理者用ページにもここからア
クセスできます。

Notes:

10. 各種情報へのリンクはすべて
のページで画面最下部に表示され
ます。
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一覧表示 > タイトルの ABC 順
ホームページから、収録タイトルを ABC 順に一覧表示できます。ホームページ以外のペー
ジからでも、画面上部の PUBLICATIONS タブをクリックすれば同様に ABC 順の一覧表示が
可能です。
1. ホームページの
PUBILICATIONS A-Z セクション
で 開始文字をクリックする

1.

か、他のページからは
PUBLICATIONS タブをクリッ

1.

クすると、タイトルを一覧表
示できます。

2.

2. 特定の開始文字のタイトル
でも全タイトルでも、同じ形

3.

式で一覧表示されます。
3. 一覧表示されたタイトル

6.

4.

を順に見ていくことができま

5.

す。
4. また、フィルター機能を
使って出版物の種別によって
絞り込むこともできます。
* レファレンスワークは
Books に含まれます。
5. 表示された各タイトルの右
には、出版物の種別が表示さ
れます。
6. アクセスアイコン（鍵の開

7.

いた南京錠のマーク）は、本
文へのアクセス権とその種類
を示します。
無料公開のコンテンツ
OnlineOpen（著者負担
による無料公開）
購読・ライセンス契約
によりアクセス権があ
るもの

7. 一つまたは複数のジャーナ
ルを選んで E メールアラート
を設定できます。（ジャーナ

Notes:

ルにのみ有効）
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一覧表示 > 分野別
ホームページからは、タイトルを分野別に一覧表示させることもできます。ホームページ以外の
ページからでも、画面上部の Browse by Subject タブをクリックすれば同様に分野別の一覧表示が可
能です。

1.

1. 分野別の一覧表示は、ホー
ムページから直接、もしくは
Browse by Subject タブをク
リックすることで可能です。
2. BROWSEの下に表示されて
いる分野名（大分類）の一つ
にカーソルを合わせると、右
側にその分野に属する下位分

2.

野が表示されます。
見たい分野をクリックする
と、分野ページに移動しま
す。
3. 分野ページには、注目タイ
トルが4点表示されます。注
目タイトルは定期的に更新さ

3.

れます。
4. 分野ページでは、その分野
の全タイトルを一覧表示させ

5.

ることができます。
5. さらに細分化された主題ご
とに見ることもできます。

4.

6. タイトル一覧は、ジャーナ
ル・書籍といった種別ごとに
絞り込むことができます。
7. 一つまたは複数のジャーナ
ルを選んでEメールアラート

7.
6.

を設定できます。
8. アクセスアイコン（鍵の開

8.

いた南京錠のマーク）は、本
文へのアクセス権とその種類
を示します。

詳しくは前

ページ 一覧表示 > タイトル
のABC順

Notes:

の第6項をご参照下

さい。
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検索 > アドバンスト・サーチ
アドバンスト・サーチのページでは、複雑な検索を実行することが可能です。検索結果の表示後、
使用した検索式を編集または保存することもできます。（詳細は次頁）
特定分野に特化した一部のデータベース製品は、Wiley Online Library のアドバンスト・サーチでは検
索対象となりません。そのデータベース製品のページで直接検索を実行して下さい。
1. アドバンスト・サーチを
利用するには、ホームペー
ジおよび各ページの右上に

1.

1.

表示される検索ボックスで
Advanced

searchのリンクを

2.

クリックして下さい。
2. Search Tipsをクリックする

3.

と、アドバンスト・サーチ

4.

での検索方法のヒントをご
覧いただけます。

5.

3. ブール演算子 AND, OR,

4.

NOT は、左側のドロップダ
ウンメニューから選択でき
るほか、テキストボックス
に検索語とともに直接入力
することもできます。
4. 検索フィールドを指定し
たい場合は、右側のドロッ
プダウンメニューから選択
して下さい。

6.

5. 入力行が不足する場合は
自由に追加できます。
6. 必要に応じ、SPECIFY DATE
RANGEで論文の刊行日によ
る絞り込みが可能です。
今後、以下のオプションが
追加される予定です。
出版物の種別
分野・下位分野
アクセス権の有無

Notes:

検索結果のソート
方法
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検索 > 検索結果の表示
表示された検索結果を絞り込んだり並べ替えたりすることができます。また検索結果から引用
情報を出力したり、実行した検索式を将来再利用するために保存することができます。（検索
式の保存には、ユーザー登録のうえログインする必要があります）
1. 検索結果の表示順を変更できま

1.

す。
2. 検索式を編集するには、Edit

3.

2.

search をクリックして下さい。直

5.

前に使用した検索条件を保持した

6.

状態でアドバンスト・サーチの

4.

ページに戻ります。
3. Save search をクリックすると、
検索式をマイ・プロファイルに保
存できます。（ユーザー登録が必
要です）

7.

4. 検索結果を出版物の種別によっ
て絞り込めます。
今後の機能追加により、論文の
刊行年・アクセス権の有無およ
び分野による絞り込みが可能に
なる予定です。
一つまたは複数の検索結果を選択

8.

の上、

無料公開のコンテンツ

5. お気に入り論文としてマイ・

OnlineOpen（著者負担による無料公開）

プロファイルに保存できます。

購読・ライセンス契約によりアクセス権があるもの

（ユーザー登録が必要です）
6. また引用情報を出力すること
ができます。

9.

今後、抄録の閲覧と論文へのリ
ンクの E メール機能が追加され
る予定です。
7. 論文・章を読むには、タイトル
をクリックするか下に表示される
リンクをクリックして下さい。
8. アクセスアイコン（鍵の開いた
南京錠のマーク）は、本文へのア
クセス権とその種類を示します。
9. 引用情報の出力形式は、プレー

Notes:

ンテキスト・EndNote・Reference
Manager・RefWorks から選択できま
す。
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ジャーナル
Wiley Online Library 上では、ジャーナルは冊子体の巻号単位で表示されます。ジャーナルのホー
ムページは、そのタイトルの最近の巻号を常に表示します。ジャーナルのホームページに表示
されるその他のコンテンツやメニューは、タイトルによって異なります。
1. 最近の巻号へのリンクで
す。

5.
3.

2. この場所に表示されるコ

4.

ンテンツはタイトルによっ
て異なります。
3. アクセスアイコン（鍵の
開いた南京錠のマーク）

1.

は、本文へのアクセス権と
その種類を示します。 詳し
くは p.7 検索 > 検索結果の

2.

表示 の第 8 項をご参照下さ
い。
4. そのジャーナルに限定し
てテキストを検索する機能
はどのページからでも利用
できます。

6.

5. Journal Tools とメニューは
各ページに表示されます。

6.

6.

7.

メニュー内の項目はタイト
ルによって異なりますが、

8.

多くの場合以下が含まれま

9.

す。

10.

6. 巻号の表示（最新号か
ら、1997 年より前のバック
ファイルまで）
* 無料公開されるサンプ
ル号がある場合は、ここ
に表示されます。
7. 論文の表示
8. 新規購読および更新
9. 論文投稿案内

Notes:

10. そのジャーナルの基本情
報とおすすめ情報
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論文
個々の論文のホームページは、その論文への持続的なリンクと各種情報、さらにタブクリックによって
論文の各セクションへの迅速なアクセスを提供します。抄録と補足情報は無料公開されていますが、そ
の他のコンテンツを閲覧するにはそのタイトルの購読が必要です。購読していないタイトルであって
も、アーティクルセレクトまたはペイ・パー・ビューで特定の論文へのアクセス権を購入できます。
1. アクセスアイコン（鍵の開
いた南京錠のマーク）は、本
文へのアクセス権とその種類

1.

を示します。 詳しくは p.7 検
索 > 検索結果の表示 の第 8

3.

2.

項をご参照下さい。

4.

2. タイトル、著者名、出版
日、DOI（オンライン文献の
固有 ID）
3. 収録巻号と、その巻号の目
次へのリンク

5.
6.

4. 各種ツール
5. 引用方法、出版歴、助成金
情報などが記載される場合も
あります。

7.

6. タブをクリックすると各コ
CrossRef® は、出版社の枠を超えて
引用文献間のリンクを実現するサービ
スで、3 千以上の学術

ンテンツにアクセスできま
す。
抄録は無料公開されています

出版社および学協会の協力によって運
営されています。詳しくは
www.crossref.org をご参照下さい。

が、それ以外のほとんどのコ
ンテンツを見るには購読が必
要です。
7. Cited by は、 その論文を引

8.

用した論文を一覧表示しま
す。引用論文は Wiley の
ジャーナルおよび他の出版社
のジャーナルに掲載されたも
のを含みます。
8. Supporting Information（補

9.

足情報）は論文著者によって
提供され、無料公開されま
す。commentary・図表にアク
セスするタブが表示される場
合もあります。

Notes:

9. ページ末尾には関連文献へ
のリンクが表示されます。
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論文フルテキスト（本文）
論文フルテキストと引用文献リンクは購読者にのみ提供されます。購読していないタイト
ルであっても、アーティクルセレクトまたはペイ・パー・ビューで特定の論文へのアクセ
ス権を購入できます。詳しくは p.24 特定の論文・章へのアクセス権購入をご参照下さい。
1. フルテキストの HTML
は便利な “Jump to” リン
1.

クを備えています。
2. 文中の引用文献情報
はポップアップ表示さ
れ、可能な場合は引用
論文に直接リンクして

2.

います。
3. 画像をクリックする

3.

と拡大表示できます。
4. References（引用文
献）セクションでは、
Wiley Online Library 中の
他の収録文献および外
部の抄録・索引データ
ベースへのリンクが表
示されます。

4.

5. 多くの論文のフルテ
キストは、PDF でも提供
されます。PDF は保存・
5.

印刷が可能です。

Notes:
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書籍
Wiley Online Libraryで 、Booksはオンラインブックスとオンラインレファレンスワーク（事典・ハンドブッ
ク等の参考図書）の両方をカバーします。 各章の抄録と前付および索引は無料公開されていますが、本
文の閲覧にはそのタイトルの購読が必要です。
注: データベース製品とカレント・プロトコルも書籍と共通のインターフェースを使います。
1. Book Tools とメニューはど

4.

3.

のページからでも利用でき

1.

ます。Save to My Profile（マ

2.

イ・プロファイルに保存—
ユーザー登録が必要です）,
目次・書評・著者略歴への
リンクなどが含まれます。
書名・著者等の情報で

2.

5.

す。
3.

アクセスアイコン（鍵の

開いた南京錠のマーク）
は、本文へのアクセス権と
その種類を示します。 詳し

7.

くはp.7 検索 > 検索結果の表

8.

6.

示 の第8項をご参照下さい。
4.

その書籍の抄録・本文・

キーワードを対象に検索が
可能です。
5.

抄録の表示は折りたた

み・展開が可能です。
6.

一つまたは複数の章を選

択の上、
7. マイ・プロファイルに
保存できます。（ユー
ザー登録が必要です）
8. 引用情報の出力が可能
です。出力形式について
はp.7 検索 > 検索結果の
表示

の第9項をご参照下

さい。
今後、抄録の閲覧と各章
へのリンクのEメール機能

Notes:

が追加される予定です。
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書籍の各章
書籍の各章の抄録はすべての利用者に無料公開されています。その書籍へのアクセス権があれば、
本文と引用文献一覧もご利用いただけます。アクセス権のない書籍であっても、アーティクルセレ
クトまたはペイ・パー・ビューで特定の章へのアクセス権を購入できます。
1. 章の表題、著者名、DOI

2.

1.

（オンライン文献の固有
ID）などが表示されます。
2. アクセスアイコン（鍵の

3.

開いた南京錠のマーク）

4.

は、本文へのアクセス権と
その種類を示します。 詳し
くは p.7 検索 > 検索結果の表

5.

示 の第 8 項をご参照下さ
い。

6.

3. Chapter tools には Save to
My Profile（マイ・プロファ
イルに保存）, Email link to
this Chapter（この章へのリ
ンクを E メールで送信）,
Export citation（引用情報の
出力）などが含まれます。.
4. Additional information とし

7.

て引用方法、出版歴、ISBN
などが表示される場合もあ
ります。
5. 抄録にはキーワード一覧

8.

も含まれます。
6. References（引用文献—ア
クセス権が必要）セクショ
ンでは、 Wiley Online Library
中の他の収録文献および外
部の抄録・索引データベー
スへのリンクが表示されま
す。
7. Wiley Online Library 内の関
連文献へのリンク
8. 章の本文（アクセス権が

Notes:

必要）は PDF のみで提供さ
れ、保存・印刷が可能で
す。
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レファレンスワーク（参考図書）
Wiley Online Libraryは研究活動に役立つレファレンスワークのオンライン版を提供します。本文はライ
センス契約をお持ちの機関にのみ提供されます。もしくはアーティクルセレクトまたはペイ・パー・
ビューで特定の記事へのアクセス権を購入できます。
注: レファレンスワークは書籍と共通のインターフェースを使います。各記事は書籍の章と同等に扱わ
れます。
1. Book Tools とメニューはレファ

1.

レンスワークのどのページからで

2.

も利用できます。

5.

2. アクセスアイコン（鍵の開いた

3.

南京錠のマーク）は、本文へのア
クセス権とその種類を示します。
詳しくは p.7 検索 > 検索結果の表
示 の第 8 項をご参照下さい。
3. 特定のコンテンツを検索するに

4.

はアドバンスト・プロダクトサー
チを利用します。（下記第 6 項）
4. タイトル紹介・ニュース・特集
記事などが表示されます。表示内
容はタイトルによって異なりま
す。

6.

5. メニューからは収録記事を ABC
順もしくは主題別に一覧できま
す。タイトルによってはアクセス
権を得るための契約方法、投稿規
程、ニュース、サンプル記事など
もご覧いただけます。
6. アドバンスト・プロダクトサー
チでは、検索対象とする記事の種
別や主題を指定できます。
7. 記事一覧や検索結果で表題の下

7.

に表示されるリンクをクリックす
ると、内容を読むことができま
す。詳しくは p.10 論文フルテキス
ト（本文） をご参照下さい。
注: 画面例で表示されている記事
レベルを示すアイコンは、

Notes:

Encyclopedia of Life Sciences 独自の
ものです。
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データベース
Wiley Online Libraryに収録されるデータベース製品は、化学・材料科学・医学といった分野のニーズ
に特化したコンテンツを提供します。データベース製品のインターフェースは Wiley Online Libraryに
共通のものを用いていますが、コンテンツの特徴に応じた独自のナビゲーションを備えています。

1. Book Toolsとメニューから

1.

は記事の一覧表示と検索、

2.

またタイトルによってはア

3.

クセス権を得るための契約
方法、投稿規程、ニュー
ス、サンプル記事、デモな

4.

どをご覧いただけます。
一部のデータベースはWiley
Online Libraryとは別のサイト
で運用されており、リンク
を辿ってアクセスします。
2.

アクセスアイコン（鍵の

開いた南京錠のマーク）
は、本文へのアクセス権と
その種類を示します。 詳し
くはp.7 検索 > 検索結果の表
示 の第8項をご参照下さい。

5.

記事一覧またはデータ

3.

ベース独自の検索機能に
よって必要な記事を探せま
す。
4.

一部のデータベースは、化学構造を

製品紹介やニュース、ハ

ブラウザ上で描画するためのプラグ

イライト記事などが表示さ

インなどサードパーティーによるソ

れます。表示内容は データ

フトウェアを必要とします。Getting

ベースによって異なりま

Started

す。

トール方法をご確認下さい。

5.

ページで入手およびインス

プロダクト・アドバンス

トサーチ機能はデータベー
スによって異なり、化学
データベースでは構造や試
薬による検索、また医学
データベースではMeSH検索
などそれぞれの分野に対応

Notes:

した検索が可能となってい
ます。
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カレント・プロトコル
カレント・プロトコルCurrent Protocols (CP)はライフサイエンスのあらゆる領域で用いられる標準的
な実験法を収録する 包括的で常時更新される情報源です。ライセンス契約をお持ちの機関でのみご
利用いただける本文と引用文献一覧に加えて、無料コンテンツとして抄録・画像・動画プロトコ
ル・コミュニティページ・計算ツールを提供しています。
1. カレント・プロトコルの
一覧を見るには、Filter Listで
Lab Protocols を選択して下さ
い。
2.

アクセスアイコン（鍵の

開いた南京錠のマーク）

1.

は、本文へのアクセス権と
その種類を示します。 詳し
くはp.7 検索 > 検索結果の表

2.
5.

示 の第8項をご参照下さい。
3.

3.

特定のコンテンツを検索

するにはアドバンスト・プ
ロダクトサーチを利用しま

4.

す。
4.

6.

最近新たに収録されたプ

7.

ロトコルが表示さます。
5.

6.

一部の実験法について公開
されている動画プロトコル
は、実験テクニックの再現

すべてのページで表示さ

に役立ちます。

れるBook Toolsとメニューか
らは、タイトルホームペー
ジと目次へのリンク、アク
セス権を得るための契約方
法、投稿規程、ニュース、
サンプル記事などをご覧い

8.

ただけます。
6.

動画プロトコルは無料公

開されています。
7.

プロトコル本文の閲覧方

法についての詳細は、p.10
論文フルテキスト（本文）
をご参照下さい。
8. 外部サイト currentprotocols.com では計算ツール、掲

Notes:

示板、編集者のブログなど
が公開されています。
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ユーザー登録
Wiley Online Libraryでユーザー登録を行うと、お気に入り論文や章の保存、検索式の保存、Eメール
アラート配信（ジャーナルの最新号の目次や特定の論文を引用したり検索条件に合う新着論文の情
報）の設定、個々の論文・章へのアクセス権の購入やジャーナルの購読注文が可能になります。既
にWiley InterScienceでユーザー登録がお済みの場合は、 登録内容がWiley Online Libraryにそのまま継

承されます。
1. 新たにユーザー登録するに

1.

は、ホームページで Not Registered のリンクをクリックして
下さい。
2. Registrationページに移動し
たら、ご自分のEメールアドレ
ス（ログイン用のユーザー
ネームになります）と任意の
パスワードを入力して下さ

2.

い。
3. 名・姓を入力し、居住国、
ご関心分野を選択して下さ

3.

い。
* 入力いただいた情報は第三
者には提供されません。
4. Wileyから製品情報をEメー

4.

ルまたは郵便で受け取ること
をご希望の場合は、該当の
チェックボックスをクリック

5.

して下さい。
5.

上記4.で郵便による受け取

りを選択した場合は、送付先
住所をご記入下さい。

6.

6. 入力内容をご確認後、Terms
and Conditions（規約）をお読
みの上チェックを入れ、最後
にSubmit Registrationボタンを
クリックして下さい。
* 折り返し登録の意思を確認

Notes:

するためのEメールが自動配
信されます。
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マイ・プロファイル
マイ・プロファイルでは保存済みの論文・章・検索式・Eメールアラートの設定の管理、ユーザー情
報やログイン情報の編集、さらに購読注文の確認・管理が可能です。Wiley InterScienceで保存済みの
タイトル・論文・Eメールアラート設定はWiley Online Libraryにそのまま継承されますが、保存済み
の検索式に限っては技術的な理由により引き継がれません。
1.

ログイン状況を示しま

1.

3.

す。

2.

2. My Profileリンクをクリッ
クします。
3.

マイ・プロファイルの

4.

ページでは、画面左のメ
ニューからすべての機能を
利用できます。
4. ユーザー情報とログイン
情報の編集
5. 購読注文の確認

5.

6. ローミング・アクセスの
設定と更新

6.

7. 保存済みの論文・章・タ
イトル・検索式の管理
8.

Eメールアラートを管理

します。Table of Contents
（e-toc = ジャーナル最新号

7.

目次）、Early View（電子版
先 行 公 開 の 論 文 ） と
Accepted Article （査読を通
過した原稿）のアラートが
可能です。

8.

e-tocアラートを設定すると
Early ViewとAccepted Article

9.

のアラートも自動的に配信
されますが、後から配信を
停止することができま
す。

特定の論文を引用す

る新着論文のアラート機能
は今後追加される予定で
す。
9. アラート配信を停止・開
始するにはStop/ Start Con-

Notes:

tent Alertボタンをクリック
して下さい。
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ローミングアクセス
Wiley Online LibraryへのアクセスはIPアドレスによって認証されます。従って、ご所属機関のネット
ワーク内からコンテンツにアクセスする際にログインの必要はありません。
一方、自宅や出張先などから購読コンテンツにアクセスしたい場合は、機関ネットワーク外からの
アクセスを可能にするローミングアクセスを設定できます。

ローミングアクセスを設

1.

定するには、 ユーザー登
録 （p.16参照）を済ませ
た上で、ご所属機関の
ネットワーク内からログ
インする必要がありま
す。
1. ログインの後マイ・プ

2.

ロファイルに進んで下さ
い。
2.

画面左のメニューの

Roaming

Accessリンクを

クリックして下さい。
3. ローミングアクセスを
新規設定または更新する
には、このリンクをク

3.

4.

リックして下さい。
ローミングアクセスの有
効期間は最長3ヶ月で
す。
4. 現在のローミングアク
セスの有効期限が表示さ
れます。
Refresh Roaming Access リ
ンクをクリックすると、
設定が更新され有効期限
を延長することができま

Notes:

す。
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About Us
About Us のセクションでは、Wiley Online Library に収録タイトルリスト、価格表、アクセス
方法、連絡先など全般的な情報をご覧いただけます。

画面左のメニューから、各
収録項目にアクセスできま
す。

1.

1. About Usの見出しの下の
各項目からは、タイトルリ
ストや価格表、購読方法、
Eメールアラートの設定方
法、さらにオープンアクセ
スや著者の権利・機関リポ
ジトリについての方針、環
境保護やアクセシビリティ
についての方針をご覧いた
だけます。
2.

Resourcesのセクション

では、特定のニーズに応え
る情報をご覧いただけま

2.

す。例えばニュースレター
配信、RSSフィード、ペイ
パービューなど利用者のた
めの情報

、ユーザーガイ

ドやトレーニング用資料、
広告のガイドラインと料

3.

金、リプリントについての
情報が含まれます。
3. Contact Usのセクション
では、24時間いつでも利用
できるオンライン問い合わ
せフォーム、FAQ、その他
各種問い合わせ先について

Notes:

の情報が参照できます。
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情報リソース
Wiley Online Library は図書館員・利用者・出版パートナーの皆さまに Wiley のコンテンツと
サービスをご活用いただくための情報リソースを豊富にご用意しています。

1. 画面左のメニューの
Training and Tutorials から
は、自分のペースで進めら
れるチュートリアルや、オ
ンラインによるライブ講習
の情報をご覧いただけま
す。詳しくは p.21 トレー

1.
2.
3.
4.
2.

ニング をご参照下さい。

5.

2. Resources For Researchers からは、Wiley Online
Library を研究活動にご利

3.

用いただくための情報をご
覧いただけます。
3. Resources For Librarians
からは、図書館員向け
ニュースレターに加えて、
ユーザーガイドや広報用素
材など図書館で役立つ資料
をご利用いただけます。
4. Resources For Authors
は、Wiley から書籍や論文

4.

を出版する方法についての
情報を提供します。
5. その他、学協会や広告
主、報道機関、雑誌代理店
といった皆さまに役立つ情
報へのリンクもご用意して
います。

Notes:
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トレーニングとチュートリアル
Training and Tutorialsのページでは、Wiley Online Libraryの利用方法をマスターするために自
分のペースで進められるチュートリアルや、オンラインによるライブ講習の日程、ユー
ザーガイドをご覧いただけます。
1. サービス全般と担当者の

1.

連絡先についての情報で
す。

2.

2. 画面左のメニューからは
オンライン・トレーニング
についての各項目にアクセ
スできます。
3.

3.

幅広くご用意した無料

オンラインチュートリアル
をご覧いただき、アクセス
して下さい。
4. オンラインでのライブ講
習（英語）の日程をご覧い
ただくとともに、参加申し
込みフォームにアクセスで
きます。

4.

5.

5. お客様の機関向けの個別
トレーニング（英語）を申
し込めます。
6. Wiley Online Libraryのコ
ンテンツを利用し、また図

6.

書館管理者が管理を行える
ようにするためのユーザー
ガイドをご覧いただけま
す。コクラン・ライブラ
リーやカレント・プロトコ
ルといった個別の製品の
ユーザーガイドもここから
参照できます。

Notes:
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論文投稿についての情報
Wiley Online Library に収録されるジャーナルに論文を投稿しませんか？ それぞれのジャーナルの
ホームページでは、そのジャーナル独自の投稿規程をご覧いただけます。さらに、Wiley の論文投稿
者向け専用サイト Author Services では、現在投稿をご検討中の方にも役立つ情報を掲載していま
す。
1. ジャーナルホームペー

1.

ジの画面左のメニューで
For Contributors をクリック

2.

すると、そのジャーナルの
論文投稿についての詳しい
情報をご覧いただけます。
編集方針、倫理規定、投稿
規程などが掲載されていま
す。

3.

2. Author Guidelines/For
Authors information から論
文投稿者用サイト Author
Services にリンクしていま
す。
3. Author Services には投稿
ガイドライン、連絡先、
FAQ など有用な情報が掲載
されています。
4. WIley のジャーナルの多

4.

くは、オンライン投稿シス
テム ScholarOne Manuscripts を採用しています。
そこで論文を投稿してから
受理に至るまでの経過を追
うことができます。
* ScholarOne Manuscripts
を使っていないジャーナ
ルは、投稿ガイドライン
にインストラクションを

Notes:

記載しています。
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ジャーナル・バックファイルコレクション
Wiley Online Library のジャーナル・バックファイルコレクションは、全文検索可能でリンク
機能を備え、電子ジャーナルの登場に先立って蓄積されてきた歴史的な研究成果へのアク
セスを実現します。
遡及的に電子化された

ジャーナル・バックファイルコレクションの例:

ジャーナル・バックファイ

Biotechnology, Biochemistry and Biophysics
Business and Management
Chemistry
Communications Technology, Electrical & Systems Engineering
Food Science, Technology and Agriculture
Geography and Development
Literature, Cultural Studies and Art
Medicine and nursing
Physics and Astronomy
Psychology
Religion and Theology

ルコレクションは、最新の
コンテンツとシームレスに
統合され、同等の検索・印
刷機能を実現しています。
1. それぞれのバックファイ
ル・コレクションは明確に
定義された学問分野をカ

1.

バーし、書棚スペースの不
足や欠号、損傷、アクセス
の不便さといった過去巻号
の管理に伴うさまざまな問
題を解消します。
2. バックファイルコレク
ションは、ジャーナルの最

2.

新号と外見に何ら違いはあ
りません。巻号単位で配列
され、論文の抄録、リンク
付きの引用文献一覧、フル
テキストPDFなどを備えて
います。
ジャーナルの最新号と大き
く異なるのは、バックファ
イルへのアクセス権は年間
購読ではなく一回払いでの
購入になることです。
Wiley Online Libraryの Journal Backfilesページで詳細を

Notes:

ご覧いただけます。
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特定の論文・章へのアクセス権購入
Wiley Online Library 上のコンテンツの大半は、年間購読の形でアクセスが提供されています。しか
し、アクセス権のないタイトルの特定の論文や章へのアクセス権を購入する方法があります。それ
がアーティクル・セレクトとペイパービューです。
アーティクル・セレクトは、オンライン・コレクション・ライセンスをご契約いただいている機関
に所属する利用者に限りご提供しています。詳しくは図書館までご確認下さい。
アーティクル・セレクトを

1.

ご利用になれないお客様
は、ペイパービューをご利

2.

用下さい。
1. 予めユーザー登録をお済
ませの上、ログインして下
さい。アクセス権を購入し
たい論文・章のフルテキス
トへのリンクをクリックし
て下さい。
2. Access Denied（アクセス
不可）のメッセージととも

ペイパービューの割引購入に使

に、アクセス権の購入方法

える 5 桁の Discount Code をお

が表示されます。

持ちの場合は、ご注文時にこの

3.

3. 支払いの請求先住所を正

欄に入力して下さい。

しく入力して下さい。

4.

4. 支払いのためのクレジッ
トカード情報を入力して下

5.

さい。
5. ご注文内容をご確認の

6.

上、Submit Order ボタンを
クリックして下さい。
それによって、ご注文時点
から 24 時間有効のアクセス
権が即時に取得できます。
アクセス権をご購入した論
文・章へのリンクを含む確
認メールが送信されます。
6. マイ・プロファイルの
Orders & Subscriptions セク
ションで、24 時間アクセス
権の有効期限を含むご注文

Notes:

内容の明細をご確認いただ
けます。
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