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SAGE のオンライン・ジャーナル提供システム

SAGE Journals Online は、経営、人文科学、社会
科学、科学、技術および医学分野 (STM) に関する
500 種類以上のジャーナルとそのバックナンバーを
検索し、個人の研究に欠くことのできない、専門家
の審査を経た論文の読み出しを可能にします。

http://online.sagepub.com

主な機能
ジャーナル・ホームページ機能
SAGE Journals Online 上のジャーナル・ホームページは、
以下を始めとする様々な独自機能を備えています。

• RSS Feeds — 最新号、最近号、閲覧回数の多い論文、
引用回数の多い論文に対し利用可能 (6)

• 無料サンプル号 (1)

• サイド・ナビゲーション・メニューで、編集局リスト、
原稿提出、抄録 / 索引作業情報、Eメール・アラートな
ど各ジャーナルに関する詳細情報を提供 (7)

• オンラインファースト — 活字版の出版に先立ち、近く
発表される論文を掲載（ほとんどのジャーナルで利用
可能）(2)
• 既刊号アーカイブ — ジャーナルの最新号、最近号、
バックナンバーの保管機能。第 1 巻、第 1 刊まで遡る
ことのできるジャーナル多数 (3)
• ジャーナル・レベルでの Quick Search オプション (4)

• 学会ウェブサイト（該当する場合）へのリンク で、
弊社と提携関係にある学会および協会に関する情報を
提供 (8)
• 会議記録アーカイブ、コースパック、データ・セット、
視聴覚資料（該当する場合）へのリンクで、ジャーナ
ルの活字版に未収録のコンテンツを提供

• 閲覧回数および引用回数の多い論文リスト — カテゴ
リー別の上位 50 論文リストを毎月更新 (5)
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論文および抄録レベルでの機能
論文レベル・ユーザーは（アクセス権に応じ）抄録、
全文、参考文献の閲覧、または、ペイ・パー・ビュー方式に
よる全文への短期アクセス権の購入が可能。抄録および
論文レベルで利用可能なその他の機能は以下の通り。
• 全文へのアクセスが可能な場合に表示される「Free to
you」タグ (9)
• 論文の全バージョンを表示 (10)
• 論文の引用時または訂正が投稿された場合のアラート受
信登録 (11)
• 論文を友人へEメール送信 (12)
• 当該ジャーナル内、または学術文献データベース
の PubMed や ISI Web of Science 内の類似論文への
リンク (13)

• 当該ジャーナルの「Table of Contents Alerts （目次ア
ラート）」受信登録 (14)
• 論文を「Saved Citations」リストに追加 (15)
• 論文を任意の引用管理プログラムにダウンロード (16)
• 転載許可の要請 (17)
• 論文を「My Marked Citations」リストに追加 (18)
• グーグル・スカラーおよび PubMed を通し同じ著者が執
筆した他の論文を閲覧 (19)
• 任意のソーシャル・ブックマーキング・サイトに
追加 (20)
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論文の「References （参考文献）」画面 (21) では、プラットフォーム上で提供されている非購読の文献にリンクするジャー
ナル間相互協力無料閲覧機能を利用可能 (22)
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検索機能 – 使用開始の手順
http://online.sagepub.com から SAGE Journals Online
ホームページにアクセスし、「Sign In via User Name/
Password（ユーザー名/パスワードを入力してサイン
イン）」(23) リンクをクリックし、個人アカウントおよび
プロファイルを作成してください。個人アカウントは、
「My Tools 」タブ (24) から「Alerts」オプションをク
リックして作成することもできます。登録手続きはわずか
1 分で完了し、目次やキーワード、著者に関するユーザー
専用の無料アラート (Alerts) システムの構築、目標とする
検索機能を支援するお気に入り文献リスト (My Favorite
Journals) の管理、以前検索した語や保存した引用文
（Saved Citations および Saved Searches）へのアクセス
が可能になります。

クイック検索
全文内でのクイック検索「Quick Search」は、規定の
フィールドにキーワードまたは著者情報を入力し、赤い
クイック検索「Quick Search」ボタンをクリックするこ
とで実行可能です。(25)「Quick search」は、各ジャーナル
のホームページまたは赤いクイック検索「Quick
Search」ボタンのあるページであれば、どこでも実行可
能です。

アドバンス検索
アドバンス検索「Advanced Search 」(26) 機能は、
AND、OR、NOT というブール演算子を用い、複雑な
Fielded Boolean (27) 検索を可能にします。(28) 複数の
語句を入力することもでき、Boolean オペレータを使用し
て必要に応じてそれらを含むことにすることも、除くこと
も可能です。複数の語句を一の記入欄に入力した場合、
それらはそのまま前文が検索対象として認識されます。
検索語句の各入力欄で、入力した各語句について、検索
を制限するかどうかを Field ごとに指定することができ
ます。検索結果は、指定し検索条件に一致するものが表示
されます（すなわち表題、抄録、全文、参考資料）。

検索対象範囲
本オプションを使用して、検索範囲を限定することができ
ます。最初の設定（デフォルト）では SAGE のすべての
コンテンツを検索対象としてあります。(29) 検索範囲は、
お気に入りジャーナル (30)（個別のユーザーネームと
パスワードを使用してサインインしている場合）私が利用
可能なSAGE掲載内容(31)（ユーザー権限を承認されている
場合）などを指定することもできます。本オプションを
使用すれば SAGE ジャーナルオンライン内の特定の
ジャーナルに検索範囲を限定 (32) すること、また、すべて
の掲載内容を対象として検索を実行することもできます。

期間
プルダウンメニューから開始時期と終了時期の年、月を選
択することで、検索範囲を限定することができます(33)。
期間において表示される最初の年、月は、SAGE 掲載の
ジャーナルにおける掲載開始時期となります。この掲載開
始は、それぞれのジャーナルによって異なります。ジャー
ナルにおけるオンライン掲載内容の全体期間は、ジャー
ナルのアーカイブページで確認できます。

結果表示
検索結果の表示は、標準または要約表示にて行うことがで
きます。(34) ページには、検索結果を 10~80 まで表示で
き、表示順は、関連性または日付順（『最新のものから』
など）を指定できます。関連性による表示では、検索語句
が最も多く使用され、最も頻繁に使用されている記事から
順に表示されます。タイトル、抜粋に検索語句が使用され
ている記事は、それらの語句がテキストにのみ使用されて
いる記事よりも関連性が高いとして表示されます。日付順
では、新しい記事を表示します。
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有益な機能を追加
閲覧

アラート

ジャーナルをタイトルで閲覧: SAGE に掲載されている全
ジャーナルの一覧を、アルファベット順に閲覧することが
できます。一覧ではタイトルをクリックして、各ジャーナ
ルのホームページに移動することが出来ます。

専用の Eメール・アラートの作成または管理。

記事を専門分野別に閲覧: 高度な分類を使用して、関心
のあるテーマに沿った記事を閲覧することができます。
閲覧には、人文、生命科学、医学、物理化学、社会科学
の 5 つの大分類の下にある、サブ分類をクリックします。
このページでは「TopicMap」機能もご利用ください。
「TopicMap」は、SAGE Journals Online 上で、主題の
検索をグラフィカル形式で補助する目的で開発された Java
アプレットで、大規模なツリー構造を持つデータベース内
を検索する際、前後関係の把握に役立ちます。

• お気に入りのジャーナルの発行に際し、Eメールで目次
を受信
• 選択した論文が引用された際、Eメールを受信
• ユーザーの検索基準に合致した論文が発表された際、
Eメールを受信
• Eメール受信オプションの変更
RSS Feeds も利用可能です。この機能へは各ジャーナル
上からアクセス可能な場合もあります。

保存された引用文
検索履歴
SAGE Journals Online 上で検索を行う度に、検索語は
「Search History」機能を通し追跡記録されることになり
ます。検索作業の間に利用した各検索語については、
編集、「Saved Search」リスト（「My Tools」の項を参照）
への追加、削除、検索の実行、アラート対象としての保存
が可能です。1 回の検索作業の間に複数の語を検索する場
合には、ブール演算子の「AND」や「OR」を用い複合条
件検索を行い、新しい検索語を作成することができます。

ユーザーがマークした引用文
SAGE Journals Online 上で検索を行う度に、ユーザーが
選択し「My Marked Citations」に追加した論文は全て、
この機能を通し追跡記録されることになります。ここから
さらに、印刷専用画面の印刷、コンピュータへの保存、
自身や第三者へのEメール送信、引用文管理プログラムへ
のエクスポート/ダウンロード、または、
「Saved Citation」
リストへの追加（「My Tools」の項を参照）によって、
引用文に編集を加えることも可能です。

ユーザー・ツール
「My Tools」ページでは、この機能を初めて使うユーザー
に、「Alerts（アラート）」、「Saved Citations（保存され
た引用文）」、「Saved Searches（保存された検索語）」、
「My Favorite Journals（お気に入りジャーナル）」、
「Manage My Account（マイ・アカウントの管理） 」 の
各機能を通じた、個人アカウントの作成と、各自のプロフ
ァイルや設定の管理を可能にします。

保存した文献の引用に関するオンライン・リストを管理。
引用文献は論文の閲覧中にユーザーのオンライン・リス
トに追加可能。保存された引用文は、ユーザーが自身の
「My Tools」アカウントにログインすることで SAGE
Journals Online を再度閲覧する際に利用可能。

保存された検索語
保存した検索語に関するオンライン・リストを管理。 検索
語は「Search History」タブからユーザーのオンライン・
リストに追加可能。保存された検索語は、ユーザーが自身
の「My Tools」アカウントにログインすることで SAGE
Journals Online を再度閲覧する際に利用可能。

お気に入りジャーナル
お気に入りジャーナルを管理して、SAGE Journals Online
上での閲覧および検索を簡単にカスタマイズ。

マイ・アカウントの管理
個人アカウントを管理し、以下を可能にする。
• Eメール・アドレスの変更
• 連絡方法オプションを編集
• 連絡先の変更
• パスワードの変更

司書向け情報
図書館員が利用しやすい特徴

SAGE のオンライン商品

• 購読契約範囲内および範囲外の内容についても、慣れて
いる HighWire による購読およびアカウント管理ツール
を使用。

SAGE Journals Online は、以下のオンライン商品および
パッケージを始めとする、あらゆる SAGE ジャーナル・コン
テンツを提供しています。

• COUNTER 準拠の資料統計（COUNTER コンプライアン
トレポート）

• SAGE Premier – 1999 年までのバックナンバーを含む、
SAGE ジャーナル 500 文献以上へのオンライン・アク
セス

• 利用統計は見やすく、HTML として閲覧できるほか、
タブ区切りファイルとしてダウンロード可能。
• 購読年数によって永久アクセスを提供
• OpenURL 1.0 対応
• 大学など教育機関向け定期購読オプションには、コンバ
インド（Eジャーナル+プリント版）インターネットの
み、冊子のみ、バックファイル（購入のオプションもあ
ります）、SAGE 全文コレクションがあります。
• インターフェース上で購読組織（機関）名を表示し
ます。
• 機能向上が図られた新規ヘルプ機能

• SAGE Deep Backfile Package – 第 1 巻、第 1 刊にま
で遡るバックナンバーを含む、ジャーナル 381 文献への
オンライン・アクセス権の賃貸または購入
• SAGE Full - Text Collections – ジャーナル 256 文献およ
び 36 万件以上の論文から成り、第 1 巻、第 1 刊にまで
遡るバックナンバーを含む、受賞暦を持つ 10 種類の分
野別データベースへのオンライン・アクセス
• SAGE Scientific, Technical, and Medical Packages –
以下 3 種類のパッケージから選択可能な、1999 年まで
のバックナンバーを含む、科学、技術、医学分野関連の
ジャーナル、最高 165 文献までのオンライン・アクセス

• 以前の表題および ISSN に関する検索精度

Clinical Medicine: 70 文献

• 原著と訂正版を結ぶ文献間リンク

Health Sciences: 129 文献

アカウント・マネジャー
以下へのリンクを含む購読者向けヘルプおよびサービス
• 機関向け購読契約の発効

Science, Technology, and Medicine: 165 文献
• SAGE Humanities and Social Science Package – 1999
年までのバックナンバーを含む、人文科学および社会科
学に関するジャーナル 388 文献へのオンライン・アク
セス

• 自身のアカウント情報を編集
• 自身の IP アドレスを更新
• 自身の ユーザー名を更新

弊社オンライン商品、料金体系、購読オプションに関し詳
しくは www.sagepub.com/librarians をご覧ください。

• 自身が行った定期購読契約
• 利用報告
• フィードバック・フォーム
• 機関購読に関するよくある質問
• 購読情報の表示 / 変更方法
• お客様番号を忘れた場合の対処法
• 管理者のユーザー名および / またはパスワードの変更方法

http://online.sagepub.com

• 管理者のユーザー名および / またはパスワードを忘れた
場合の対処法
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