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nature.comで使える、検索、関連論文、Eメールアラート、RSSフィードなどの機能をご紹介します。

表紙をクリックして今週のNature
コンテンツへ

nature.com 登録
情報はここで管理

必要な情報をサーチ

nature.comのジャ
ーナル、サービス、ゲー
トウェイがわかるA-Z
リスト

世界各地の科学をハ
イライトした地域ポ
ータル

求人やキャリア情報は
Naturejobsへアクセス

Nature Podcastなど
NPGジャーナルがお
届けするPodcast

Protocol Exchange
など研究に役立つツ
ール

Nature Conferences 
などが運営するカンフ
ァレンス

最新のブログはここか
らチェック

トップニュース を定期
的にアップデート

NPGジャーナルの中
から注目の論文を掲載

最新のプレスリリース

自分の分野のコンテン
ツをブラウズ

NPGが提供するあら
ゆるサービス

登録のメリット
1.  目次Eメールアラ

ート
2. 過去の検索を保存
3.  フリー論文へのア

クセス
4.  興味のある分野か

ら選べる無料ニュ
ースレター

*Some services require users to register.

nature.comには多くの便利な機能やツールがあります。ご利用にはご登録のうえ、マイアカウントを作成してください。
登録は無料です。

のご紹介
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モバイルに対応したウェブページ

nature.comはモバイルに対応しており、各デバイスで読みやすく最適なパフォーマンスを提供します。 Natureの
他、Nature Communicationsと Scientifi c Reportsがモバイルに対応しています。

モバイルサイトの詳細はこちら www.nature.com/mobile/optimized
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論文を最大限に活用

“Figures at a glance”で抽象的にとらえる
ボックス内を横スクロールして、論文中に示された画
像全てを見ることができます。

目次によるナビゲーション機能の向上
論文の要点をリンク形式で見やすく掲載しているので
よりすばやく論文を把握できます。

“Inside this article”（論文の内容）ボックス
•  化合物の場合：論文中の主要な化合物が表示され

すばやく目を通すことができます。ここをクリックす
ると、化学式、分子量など化合物に関する詳細な情
報を掲載した化合物情報ページが表示さます。

•  遺伝子とタンパク質の場合：論文中に記載された遺
伝子とタンパク質が表示され、"View all"をクリック
すると、全リストに移動します。

論文のページに二次元構造のポップアップ表示
化学構造の画像がポップアップ表示され、化合物番号
が太字で併記されています。この化合物番号にマウス
の矢印を近づけると、化合物の構造が 
表示されます。この化合物番号をクリックすると、 
化合物情報ページが表示されます。



4

論文中に用意されたハイライトツール
•  化合物の場合：“Highlighting tool”を使うと、

研究論文に記載された化合物の名称がハイライト
されます。また、注釈の付いた名称をクリックする
と、PubChemとChemSpiderの化合物情報ペー
ジにリンクし、化学構造と化合物に関する詳細な情
報を見ることができます。

•  遺伝子とタンパク質の場合：“Highlighting tool”
を使うと、研究論文に記載された遺伝子とタンパク
質の名称がハイライトされます。それぞれの遺伝子
やタンパク質の名称をクリックすると、UniProtと
EntrezGeneのデータベースにリンクし、遺伝子や
タンパク質に関する情報を調べることができます。

化合物ページに合成法が追加
化合物ページの合成法の項目では、合成に関する情報と補足情報（Supplementary Information）に掲載され
た化合物の特性に関するデータを見ることができます。太字で記載された化合物番号をクリックすると、出発物質
などの製品や試薬に関する情報に加え、反応の鎖などについて確認できます。

化合物情報ページ
化学構造ファイル、立体構造、化学式、分子量、化学識別子やそのほかの化学情報が掲載され、ダウンロードする
ことができます。
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•  補足情報 – 論文内容をより深く理解できるよう、プリント版には収録されていない補足情報を提供します。デー
タセット、ビデオアニメーションなども含まれます。

• "See more articles like this"、"Related links" – 目的の論文に関連した別の論文や記事（NPGのジャーナル
に掲載されているもの）へのリンクが表示され、豊富な情報を迅速に入手できます。

•  外部リソースとのリンク – 各ジャーナルは、BIND、Biocompare、GENBANK、Locuslink、OMIM、the 

Protein Data Bank、SwissProtなど数多くのオンラインデータベースとリンクしています。

•  参考文献リンク – 各論文や記事の参考文献は、Chemical Abstract Services、Chemport、CINAHL、EMBA

SE、ISI（ISI Web of Science を含む）、Medline、PubMedなどの文献データベースとリンクしています。

論文を最大限に活用

ReadCubeで論文にハイライトとコメントを付け
る

•   “View interactive PDF”をクリックすると、 
ReadCubeでインタラクティブに論文
（PDF）を閲覧することができます。

•    論文は高性能PDF（enhanced PDF）として表
示されます。ハイライト、コメント、文中参照、補
足情報の表示、さらには関連ニュースやエディ
ターコメントの閲覧など、あらゆる機能を活用で
きます。
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論文のその先へ 

Nature.comは文字のコンテンツばかりではありません。毎週マルチメディア・コンテンツを掲載し、科学をより身
近にします。

Nature やNPGジャーナルから最高の科
学を毎週お届けするオーディオ

研究者の科学的発見に関する議論や分析を
お届けする動画

NPGの編集者の近況が掲載されたり
newsに対する意見を投稿できるブログ

最新情報はSNSで
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サイトライセンス情報

ネイチャー・パブリッシング・グループ（NPG）は、NPGの全刊行物に対するオンラインアクセスをご利用いただく
にあたり、フレキシブルなオプションをご用意しております。
サイトライセンスのお申し込み、現行契約への新たな刊行物の追加、図書館員向けサービスのご利用などに 
ついては、Librarian Gateway（www.naturejpn.com/library）をご覧ください。その他の詳細について
は、NPGネイチャー アジア・パシフィックのオンラインセールス（institutions@natureasia.com）までお問い 
合わせください。

NPG サイトライセンス購読のメリット  
• フレキシビリティ

購読機関のユーザーにとって最適なジャーナルを選択す
ることができるサイトライセンスモデルを採用しており、
購読価格はFTE（学生、院生、教員、研究者の総人数）に基
づいて決定されます。

• 単一の管理アカウント
機関の購読情報（IPレンジの追加、新規ライセンスIDの登
録、連絡先情報の変更など）のすべてを、単一の管理シス
テムにより管理・更新することができます。

•  COUNTERに準拠した利用統計レポート
NPGの全刊行物について、安定性、信頼性、互換性のあ
る、国際基準に沿った利用統計レポートを提供します。

•  解約後アクセス権
サイトライセンス購読を解約した場合でも、年間アクセス
料金のお支払いを前提として、ライセンスを有する全コン
テンツへのアクセスが保障されます。NPGの全刊行物が
対象となります。

•  電子ジャーナルの保存
NPGのオンラインコンテンツはPorticoに保存されるこ
とになりました。また、NPGはCLOCKSSイニシアチブに
も参加しています。

•  信頼度の高い出版プラットフォーム
nature.comのダウンロードスピードは、STM業界標準
よりも高速です。また、サーバーの使用可能時間は99%
以上です。

•  nature.comステータスウェブサイト
http://status.nature.comにアクセスすれば、nature.
comの現時点でのステータスがチェックでき、メンテナン
ススケジュールを確認することができます。

•  リモートアクセス認証
nature.comは、購読機関のユーザーに安全なリモート
アクセスをご提供するため、ATHENSおよびShibboleth
に準拠しており、利用統計レポートもご利用いただけま
す。

•  プロモーション・ツール
NPGは、サイトライセンス購読機関がユーザーに当サイ
トの利用および試用を促すためのプロモーション・ツー
ルを提供しています。ユーザーに送信するためのHTML
形式のEメールはLibrarian Gatewayからダウンロード
することができます。ウェルカムツールキットにはポスタ
ーが用意してあり、Librarian Gatewayから印刷するこ
とができます。さらに、IPアドレスでバナー広告の公開先
を限定することもできます。その他詳細については、NPG
ネイチャー アジア・パシフィックのオンラインセールス

（institutions@natureasia.com）までお問い合わせ
ください。

•  ライセンス提供者情報の掲載
機関および部門の名称が各コンテンツページに表示され
るため、フルテキストへのアクセスが、当該部門が機関に
対して提供しているサービスであることをユーザーに周
知することができます。

•  ニーズに合わせたカスタマーサービス
nature.com刊行物の便利なオンラインヘルプページは
24時間体制でサポートしており、専門のサポートスタッフ
に電話やEメールでお問い合わせいただけます。
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ライブラリアン・ゲートウェイ
（Librarian Gateway）

Librarian Gateway @ www.natureasia.com/japan/libraries/

ライブラリアン・ゲートウェイは、図書館員の皆様が法人定期購読を管理するうえで必要なすべての情報が揃った便
利なサイトです。サイトライセンス購読サービス内容の確認、印刷版の定期購読の申込み、利用統計レポートへのア
クセスなどが可能です。いつでも利用できるようにwww.natureasia.com/japan/libraries/をブックマークして
ください。

Eメールアラートにご登録いただくと、NPGの
刊行物、方針やサービスに関する最新情報を、
ご登録のメールアドレスで直接受けることがで
きます。

無料トライアル、契約
更新や各機関でのアク
セスについてのご質問
は、セールス担当やカ
スタマーサービスにお
問い合わせください。

海外からのお客様は、重
要なサイトライセンスの
情報、例えば、Eメール
によるサイトライセンス
のアクティベーション方
法、お客様の言語で対応
できるセールス担当の
連絡先などを、数多くの
言語で読むことができま
す。

直接にサイトライセンス管理アカウントにログ
インをすることで、新規ジャーナル利用開始の
アクティベーション、利用統計レポートへの
アクセス、IPレンジの更新をすることができま
す。

What's New? では、出版、方針、提携に関する最新
ニュースが掲載されます。nature.comの新しい特徴
や機能に関する情報も掲載されます。頻繁にアクセス
して、最新情報を把握してください。

N P G の サ イ ト ラ イ セ
ンスについて知ってお
かなければならない全
事項、例えば、コンソ
ーシアム向けガイドラ
イン、サイトライセン
ス契約（ライセンスア
グリーメント）、サイ
トライセンス料金算定
（NPGのジャーナルの
み）が記載されていま
す。新たなサイトライ
センス購読のお申込み
方法やライセンス対象
コンテンツについても
記載されています。

ライブラリアン・ゲー
トウェイでは、各機関
で利用できるようにな
ったサイトライセンス
や無料トライアルを広
報するためのツール
が用意されています。
独自のポスターの印
刷、Eメールのテンプ
レートの利用ができ
ます。


