
全文検索可能なサイト

Highwire Synergy Interscience
http://intl.highwire.org/ http://www.blackwell-synergy.com/ http://www3.interscience.wiley.com/

運営 Highwire Press (StanfordUnv.) Blackwell Wiley
雑誌数 343誌　米国を中心とした学会系の雑誌が多

い。インパクトファクターの高い主要誌多数。
681誌 (医学系：約250誌) 460誌 (医学系：約80誌)

フルテキスト検索できない雑誌もある
検索画面 Quick Search、Advanced Search HP、Simple Search、Advanced Search HP、Advanced Search
検索項目 著者、タイトル、抄録、本文、キーワード、引用

文献、発行年、巻ページ
著者、タイトル、抄録、本文、キーワード、引用
文献著者、引用文献、発行年

著者、著者所属、タイトル、抄録/本文、キー
ワード、引用文献、雑誌名、発行年

追加DB MEDLINE、My Favorite Journal PubMed (抄録表示画面)
ブール演算 AND、OR、NOT (大文字)

未使用時はAND演算
Nesting ( )可能

AND、OR、NOT (大文字)
未使用時はAND演算
Nesting ( )可能

AND、OR、NOT
未使用時はAND演算
Nesting ( )可能

Wildcards * (前方一致） 不可 * (前方一致)
Stemming あり あり なし
Phrase " "(double quotation)で囲む " "(double quotation)で囲む " "(double quotation)で囲む
結果表示順 適合性 or 発行年 適合性 or 発行年 適合性 or 発行年
表示件数 10-150件/page 5-20件/page 25件/page
KWIC表示 あり (抄録と本文でハイライト機能) なし (抄録と本文でハイライト機能) なし
結果保存 EndNote、RefMan、ProCite EndNote、RefMan、ProCite My HomePageに保存可能
テキスト表示 Medlars format Medlars format? 不可
その他機能 History(検索結果の再利用)

Citation Map (引用分析)
MatchMaker (関連文献)
Instant Index

Cited Article Related Article

RefMan：Reference Manager



運営
雑誌数

検索画面
検索項目

追加DB
ブール演算

Wildcards
Stemming
Phrase
結果表示順
表示件数
KWIC表示
結果保存
テキスト表示
その他機能

LWW Online Nature.com Cell Press
http://www.lwwonline.com/ http://www.nature.com/ http://www.cell.com
Lippincott Williams & Wilkins Nature Publishing Group Cell Press
232誌 (一部の雑誌はHighwire、
ScienceDirectでも検索可能)

48誌 9誌

Quick Search、Advanced Search HP、Advanced Search Standard Search
著者、タイトル、抄録、本文、キーワード、引用
文献

著者、タイトル、抄録、本文、発行年、巻ペー
ジ

著者、タイトル、抄録、本文、引用文献、発行
年

AND、OR、NOT

Nesting ( )可能

+(and)、-(not)
未使用時はAND → OR演算

AND、OR、NOT
未使用時はOR演算
Nesting ( ) 可能

*(前、後、中間一致)、$(0、1文字)、?(1文字) * (前、後、中間一致) *(前方一致)、 ?(1文字)
なし なし なし?
 ' ' (single quotation)で囲む " "(double quotation)で囲む " "(double quotation)で囲む
適合性、発行年、第一著者、雑誌名、巻 適合性 発行年 or 適合性
5-25/page 10件/page 10-150件/page
なし (抄録、本文でハイライト機能) あり なし (本文でハイライト機能)
不可 不可 PubMedレコードとして保存
不可 不可 PubMedレコードとして表示
Related Article Cited Article



運営
雑誌数

検索画面
検索項目

追加DB
ブール演算

Wildcards
Stemming
Phrase
結果表示順
表示件数
KWIC表示
結果保存
テキスト表示
その他機能

Sciencedirect Scirus BioMedNet
http://www.sciencedirect.com/ http://www.scirus.com/ http://www.bmn.com/
Elsevier Science Elsevier Science Elsevier Science
1,700誌 (日本語HPの解説より) ScienceDirect、BioMed Central収録誌 370誌

Basic、Advanced Basic Search、Advanced Search Simple、Advanced
著者、タイトル、抄録、本文、キーワード、引用
文献、雑誌名、発行年、巻ページ

著者、所属、タイトル、本文、キーワード、雑誌
名、発行年

著者、タイトル、抄録、本文、引用文献、雑誌
名、発行年

MEDLINE、Beilstein Abstracts
AND、OR、AND NOT

Nesting ( ) 可能

AND、OR、ANDNOT

Nesting ( )可能

AND、OR、NOT
未使用時はAND
Nesting ( )可能

! (前方一致)、　*(1文字) *(前方、中間一致)、?(1文字)
なし あり

" "(double quotation)で囲む ' '(single quotation)で囲む　または　- で繋ぐ
発行年 or 適合性 適合性 or 発行年 適合性 or 発行年
100件/page 10-100件/page 10-200件/page
なし あり なし
Ris format(EndNote、RefMan、ProCite) 25件までE-mail送信 EndNote、RefMan、ProCite
可能 不可 可能
Search History(検索結果の再利用)

契約必要

Web検索 登録制(無料)



運営
雑誌数

検索画面
検索項目

追加DB
ブール演算

Wildcards
Stemming
Phrase
結果表示順
表示件数
KWIC表示
結果保存
テキスト表示
その他機能

Ingenta select
http://www.ingentaselect.com/
Ingenta
6,000誌
250以上の出版社
Basic、Advanced
著者、タイトル、抄録、本文、キーワード、雑誌
名、出版社

AND、OR、NOT
未使用時はAND
Nesting ( )可能
*(前方一致)
？
" "(double quotation)で囲む
適合性?
25件/page
なし
不可
不可
論文単位で入手可能
Related article 10件


