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電子プラットフォーム Wiley Online Library の特長

• 初めての利用でも直観的な操作が可能

• 論文など収録コンテンツが見つけやすい
（Googleなどの検索エンジンに最適化）

• Eメールアラート配信など多彩なパーソナライズ機能
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• Wiley-Blackwellのオンライン・ジャーナル
約1,500 誌（論文数400万以上）

• 各国の学会誌が多い

• ほかにオンラインブックス（電子書籍）約12,000タイトル
オンラインレファレンスワーク（事典類）約130タイトル など

• ジャーナルの論文は抄録までは無料公開。フルテキスト（全
文）へのアクセス権があるかどうかは、所属機関の契約（オ
ンライン購読）の有無などによって決まる

Wiley Online Libraryの収録コンテンツ
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URL： http://wileyonlinelibrary.com/journal/grs （ブックマークをお勧めします）

右上【LOGIN】欄にWiley Online Libraryのアカウントメールとパスワードを入力して下さい。
Login： ご自身のメールアドレス（会員登録に使われたメールアドレス。ご不明の場合は、

学会事務局にご確認下さい）
Password： wiley と入力して下さい （任意で変更可能です。次スライド参照）

オンライン版Grassland Scienceを読む
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Wiley Online Libraryを開いて、前のスライドの要領でログインします。

右上のMy Profile（マイページ）をクリック後、Account Information、次にChange 
Passwordをクリックすると、任意のパスワードに変更できます。（5～32文字の英数字）

• 会員限定のオンラインジャーナル閲覧は、会員ご個人の利用に限られます。
パスワードの管理にはご注意下さい。

• 会員サービスについてのお問い合わせは、学会事務局 までご連絡下さい。

My Profile

Account Information

パスワードを変更する
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各種メニュー

最近の巻号

検索ボックス

Grassland Science ホームページ
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Current Issue = 最新号
All Issues = 全巻号の一覧

年度をクリックすると、その
年の巻号が表示されます

巻号をクリック
すると目次へ

①

②

③

特定の号の目次を見る (1)
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見たい項目
を選ぶ

特定の号の
目次を見る (2)
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Additional Informationの
各項目をクリックすると「引用の
ための表記」「著者情報」「査読
通過・公開の年月日」が表示

ArticleタブまたはView 
Full Article (HTML)で

本文HTMLへ

GetPDFで
本文PDFへ

論文を読む - Abstract
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引用文献情報へのリンクが
出版年または番号で埋め
込まれている

論文を読む – 本文(HTML)
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リンクをクリックすると、引用文献
情報がポップアップ表示。CrossRef
とあれば、他の出版社のジャーナル
でも直接リンク

論文を読む –
本文(HTML)から引用文献へのリンク
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論文を読む – 本文(PDF)
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CrossRefとあれば、出版社を
問わず引用文献に直接リンク

Wiley Online Libraryからの
引用文献を示すアイコン

論文を読む – Reference
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この論文を引用した論文の一覧
（CrossRefに対応する他社出版物も対象）

論文を読む – Cited by （被引用）
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 ジャーナルの中で、収載論文を見つける

 Wiley Online Libraryの中で、ジャーナルを見つける

 複数の条件を掛け合わせた、複雑な検索を行う

検索ボックス

Wiley Online Libraryの検索機能を使う
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検索ボックスのドロップダウン
メニューで「In this journal」を

選択した状態で検索
※ 収載論文を全文検索します。論

文のタイトルが分かっているときは、
後述の「アドバンスト・サーチ」を使う
と便利です

検索(1) – Grassland Scienceの
収載論文を検索する
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Publication titles を選んで
grassland で検索

（All contentでは全文を検索）

検索(2) – Wiley Online Libraryで
Grassland Scienceのページを見つける
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著者(Author) iwasaki が書いた、
論文タイトル(Article title)に
fertilizer を含む論文 のような条件
で検索できる

Search Tips = 検索のヒント

検索フィールド（検索語が
含まれる場所）を指定

複数の検索条件をAND, 
OR, NOTで掛け合わせ

検索(3) 
アドバンスト・サーチ
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• 単語の形が変化したものは自動的に検索に含められる

 名詞の複数形

 動詞の過去形・過去分詞・現在分詞

 colorとcolour、centerとcentreなど米英のつづりの違い

 mouseとmiceのような不規則変化

⇒ communicationと検索するとcommunications, 
communicate, communicating…も自動的に含まれる

• 連続する2語以上をフレーズとして検索するには二重引用
符 ” ” で囲む

検索のヒント（抜粋）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ができる



Filter List = 検索結果を、

「雑誌論文だけ」「書籍だけ」
のように出版物の種類で
絞り込む

Sort by = 検索結果をBest 
Match（一致度順）かDate
（出版日順）かで並び替える

アクセス
アイコン
（後述）

検索結果
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無料公開のコンテンツ（ジャーナルの方針により、
刊行から一定期間を過ぎた論文など）

OnlineOpen （論文の著者負担による無料公開）

購読によってアクセス権があるもの

ジャーナル・論文に表示されるアクセスアイコンは、
そのコンテンツにアクセス権があり、論文の全文
（フルテキスト）までお読みいただけることを示します。

アクセスアイコン
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収録タイトルを
ABC順に一覧表示

分野別ページの表示 製品情報など

Training & Tutorials
•Tutorials – 音声付きスライド（日本語版あり）
•User Guides – PDFマニュアル（日本語版あり）
ほかに、For Researchers/ For Authorsの
ように、対象に合わせてまとめた情報を掲載

Wiley Online Libraryのタブメニュー

22



BROWSING 収録タイトルを
ABC順に一覧表示(1)
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BROWSING 収録タイトルを
ABC順に一覧表示(2)
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Grassland Scienceは
「Agriculture」カテゴリー

分野別ページを
表示させる
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
分野別ページの見方トップページに載っている分野名にカーソルを合わせるその分野の下にある細かい小分類が表示されるそのうち一つをクリックするとその分野のページにリンク



分野別ページの例
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
分野別ページではその分野のジャーナルや書籍の情報、新製品やニュース記事View all productsをクリックすると、その分野の全タイトルを表示画面右のトピック一覧で、細かい主題を選んで絞り込んだタイトル一覧を表示



お気に入りのジャーナルの最新号の目次を自
動配信するEメールアラート(content alert)

よく使う検索式の保存、また検索条件に合った
新着論文のアラート

特定の論文がほかの論文に引用された時に通
知する被引用アラート（citation alert)

Wiley Online Libraryにログインが必要です
（Grassland Science閲覧用のログインがそのまま使えます）

Wiley Online Libraryの
便利なパーソナライズ機能
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Get New 
Content Alerts

をクリック

Grassland Scienceの
最新号の目次をメールで受け取る
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目次アラート
(content alert)の例
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これが実際に配信される目次アラートの例メールの最初にジャーナルのロゴマークと表紙が表示どのジャーナルのアラートか一目で分かる



検索式を保存するには、
Save searchをクリック
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SEARCHING
または My Profile → Saved Searches

保存した検索式を
呼び出す
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My Profileに
保存された検索式

• Run search → 検索を再実行
• Activate search alert → 検索

条件に合った新着論文が載る
ごとにEメール通知を配信
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Eメールアラートの
管理

My Profile → Alert Manager で配信の
停止、再開、頻度の変更ができます
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
My Profileの中のAlert managerではEメールアラートの設定や管理が行える画面中央のSearch Alertsは自分が保存した検索式Activate search alertをクリックすると、その検索条件に合った新着論文がWOLに載るごとにEメールアラートを受け取れる現在配信されているアラートの中止もこの画面から



被引用アラート
(citation alert)

この論文がほかの論文に引用されると
メールで通知が届く（引用先は、Wiley-
Blackwellの雑誌だけでなく、「CrossRef」
に参加するすべての出版社の雑誌が対象）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
citation alertすなわち被引用アラートを利用する方法特定の論文に対してcitation alertの配信を登録すると、その論文が他の新しい論文に引用される都度、メールで通知を受けられる引用先はWiley-Blackwellジャーナルに限らず、CrossRef参加出版社ならどこでもWOLで注目している論文や自分の書いた論文を登録しておくと、それを引用した論文を自動的にフォローできる被引用アラートの登録は、論文の画面でGet citation alertをクリック



投稿規定

オンライン投稿
サイトにリンク

論文投稿の情報 (1)
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今日お越しの方でジャーナルを読むだけでなく論文を投稿している、あるいはこれから投稿したい方WOLは論文投稿のための情報も豊富に提供W-Bのジャーナルに論文投稿したいとき投稿規定はジャーナルによって異なるので、ジャーナルごとに確認ジャーナルのホームページで、メニューからFor contributors → 下のAuthor guidelinesで投稿規定を見るその下のSubmit an Articleはオンライン投稿システムへのリンクここから直接投稿できる



Resources → For Authors 
→ Author Services

論文投稿の情報 (2)

 論文投稿に関するアドバイスを読める
 さらに論文のcorresponding authorは、

プロダクション部門から受け取るパス
ワードで、次の便利な機能を利用可能
① 査読通過後の状況確認

② 論文の共著者および特定の研究
仲間に、自分の論文への無料ア
クセスを提供

※ ①②とも一部ジャーナルを除く
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
特定のジャーナルは決まっていないが投稿について参考になる情報を得たい場合WOLのresources → For authorsAuthor servicesへのリンク論文投稿についての総合的な情報サイト自分に向いたジャーナルの選び方、論文を書く上での注意点などアドバイスを得られるAuthor servicesは無料公開



ワイリー・ジャパンの

ホームページ
www.wiley.co.jp

↓
ジャーナル

↓ 
ジャーナルへの論文投稿について

論文投稿の情報 (3)
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ワイリー・ジャパンの日本語ホームページでも論文投稿についての情報を日本語で提供



Wiley Online Library
情報サイト（FAQなど）

wileyonlinelibrary.com/
info

Training and Tutorials
（日本語ユーザーガイド
へのリンクあり）

wileyonlinelibrary.com/
training

ワイリー・ジャパン
日本語ホームページ

www.wiley.co.jp

お役に立つ情報源
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
論文投稿に限らず、WOLとワイリー・ジャパンのホームページでは役立つ情報を提供ぜひご活用下さい
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