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会社紹介会社紹介
プロフェッショナル向けの情報を提供

トムソン・ロイター（従業員数55,000人、売上高131億米ドル）

Professional Markets

科学技術情報法務情報 会計情報 報道金融情報

主要製品・ブランド

•Web of Science®

•インパクトファクター/JCR

•DWPI

製薬・化学業界向け
製品・サービス

大学・研究機関向け
製品・サービス

企業・研究機関向け知財
関連製品・サービス

•Thomson InnovationSM

•Brandy

•NTS

• 書誌、引用文献情報、研究評価・分析ツール及びカスタムサービス等

• 化合物・化学反応情報、薬事・規制情報、医薬品パイプライン情報、

ジェネリック関連情報、データ分析・カスタムレポート作成サービス等

•Thomson Reuters Pharma®

•IDRAC®

• 特許・商標データベース、調査分析サービス、年金管理サービス等
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本日のテーマ

定番の機能

本日のテ マ
「今時の文献管理ツール」とは？

定番の機能

– 文献管理

– 論文作成

研究ワークフローを

今時の機能

研究ワ クフロ を
強力に支援

今時の機能

– 文献(PDF)の取得・
検索・編集検索・編集

– 業績の管理

成果の発信 評価– 成果の発信・評価

– 論文の投稿 など 3



研究ワークフローとEndNote

研究の各フェーズで

文献の
検索 取得

研究の各フェーズで
情報面から強力に支援

検索・取得

文献の管理研究成果の

電子化した
学術論文情報

保存・共有発信・評価

論文の執筆業績の管理

論文の投稿
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論文の投稿



さまざまな情報と連携するさまざまな情報と連携する
「今時の文献管理ツール」

文献検索

同同一ID/PWで
データ連携

成果発信文献管理

5
同期・連携



同期・連携する二つのEndNote

同期・連携

• デスクトップPC用ソフトウエ
ア

デ

• Web提供サービスでブラウ
ザから利用

デ• 個人パソコンにデータ保存

• 操作性が高く、機能が豊富

• ネットにデータ保存

• 基本機能をカバー

• 初心者からパワーユーザ
ーまで

• ネット連携機能が豊富（検
索・共有や情報発信）

• 有償、EndNote Web用アカ
ウントも付随

• JCR/WoS導入アカデミック
機関は全員利用可能

注）詳細な比較は後述 6



長年の開発による高い完成度・信頼と長年の開発による高い完成度 信頼と
圧倒的な利用実績

1988年 Version1が誕生1988年 Version1が誕生

1997年 ユサコ(株) 国内総代理店

2006年 Web版(EndNote Web) リリース

Web of Knowledgeに搭載g
JCR/WoS購読アカデミック機関でEndNote Webを利用可能に

2011年 EndNote Version X5 リリース

全世界で約200万人の
導入実績

全世界で5,600機関以上
日本国内の約230機関が

導入済み導入済み

高い完成度・圧倒的な利用実績
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三つの役割……基本機能

取り込む 管理 出力

論文の書誌情報を取
PDFの入手・閲覧、 投稿スタイルに合わ論文の書誌情報を取

り込む 検索、グループ化、
編集、印刷、保存

投稿スタイルに合わ
せて、引用と参考文
献リストを自動生成

など多数

日本語対応

など多数
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簡易動画……基本機能のご紹介

www youtube com/endnotetrainingwww.youtube.com/endnotetraining
www.usaco.co.jp/products/isi_rs/endnote.html

簡易動画に
よる実演
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基本画面基本画面
EndNote デスクトップ版

書誌レコード一覧

グループ
管理

書誌レコ ド 覧

書誌検索

PDF閲覧・全文検索・簡易編集 書誌情報

EndNote 
Web同期/ PDF閲覧 全文検索 簡易編集 書誌情報
PDF検索
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論文作成論文作成
引用と参考文献リストの挿入

Word追加メニュー

EndNote レコード
を検索



「今時」の機能とは？

文献管理・論文作成を超えた文献管理・論文作成を超えた
ユニーク・便利な機能

文献の
検索 取得検索・取得

文献の管理研究成果の

電子化した
学術論文情報

保存・共有発信・評価

論文の執筆業績の管理

論文の投稿
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論文の投稿



EndNoteで作成した論文の投稿EndNoteで作成した論文の投稿
ScholarOne Manuscripts Optima 

投稿作業のサポ ト 査読環境の充実投稿作業のサポート 査読環境の充実

投稿フォ ムに自動入力投稿フォームに自動入力

査読画面の参考文献が査読画面の参考文献が
Web of Scienceへリンク



EndNoteの研究業績リストをEndNoteの研究業績リストを
世界に発信「ResearcherID」

業績リストを 世界中に公開業績リストを
「My  Publications」グループへ

世界中に公開

無料で、ResearcherID（固有番号）と
自分の専用ページを取得できます



ResearcherIDの威力ResearcherIDの威力
ResearcherIDで

WoSを検索

PDF（フルテキスト）
/WoSへのリンク

各種の引用指標 共著・分野分析 共著・引用先の地図各種の引用指標 共著 分野分析 共著 引用先の地図

注）本スライドの各情報・機能関連に限り、WoSとの連携が前提
のため、WoSご購読機関のユーザーのみ実装できます。
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「EndNote」「ResearcherID」「EndNote」「ResearcherID」
研究業績の把握と情報発信への展開

個人の業績管理個人の業績管理

– 助成金の申請書・成果報告書の作成の効率化

– ResearcherIDを使った成果発信
全世界で約20万人 国内 約5 000人 （急速に増加中）全世界で約20万人、国内 約5,000人 （急速に増加中）

プロジェクト・部局の業績把握と情報発信

– 学研究業績データベース構築の標準フォーマット

– 研究評価データベースとの連動・一括登録（データの共有・相互リンク）

– プロジェクト・メンバーのResearcherIDを作成

著者ID 標準規格「ORCID」対応（R h ID）著者ID 標準規格「ORCID」対応（ResearcherID）

業績データベースの
標準フォーマット

プロジェクトの
広報と成果分析

機関の一括登録
（レポジトリ連携）



デスクトップ版とWeb版デスクトップ版とWeb版
機能比較の概要

デスクトッ Web版
プ版(X5) Web版

取
り

各種データベースから文献情報インポート ◎ ◎

被引用数 (Times Cited)の表示とリンク × ◎り
込
み

被引用数 (Times Cited)の表示とリンク × ◎

PDF添付・自動ダウンロード・書誌取り込み ◎ (一部)
PDF閲覧・検索・簡易編集 ◎ ×
文献情報の保存件数 無制限 10,000
収録データのスペルチェック ◎ ×

管
理

文献のグループ管理（基本） ◎ ◎

文献のグループ管理（応用：自動分類/レイヤ管理等） ◎ ×
文献の日本語検索 ◎ ×文献の日本語検索 ◎ ×
複数ユーザによる文献の共有 ○(保存先) ◎(Web)

出
引用と参考文献リスト作成（基本） ◎ ◎

出
力

（投稿スタイル数） 5,000以上 3,700以上

引用と参考文献リスト作成（応用：カスタマイズ等） ◎ ×



本日のまとめ EndNote

高い完成度・利用実績高い完成度・利用実績

– 全世界で約200万人の導入（EndNote）

– 国内の約230機関が導入済み（EndNote Web）– 国内の約230機関が導入済み（EndNote Web）

研究の各フェーズで情報面から強力に支援

定番の機能

– 参考文献作成、スタイル数 5,000誌以上

今時の機能

– 文献(PDF)の取得・検索・編集

– 業績の管理

– 成果の発信・評価

– 論文の投稿
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参考情報参考情報
お問い合わせ先

EndNoteデスクトップ版 本日 トライアル版EndNoteデスクトップ版

ユサコ(株) EndNote
teｌ: 0120-551-051 or 03-3505-3257 / mail: en-order@usaco.co.jp

本日、トライアル版
ご提供いたします。

http://www.usaco.co.jp/products/isi_rs/endnote.html

30日間無料トライアル申し込み/チュートリアル
http://www usaco co jp/products/isi rs/demo htmlhttp://www.usaco.co.jp/products/isi_rs/demo.html

EndNote Web版

トムソン ロイタ ヘルプデスクトムソン・ロイター ヘルプデスク
teｌ: 0800-888-8855 / mail: ts.support.jp@thomsonreuters.com

アクセス先
① Web of Knowledge画面の上部「My EndNote Web」をクリック
② http://www.myendnoteweb.com

有益な情報源有益な情報源
http://science.thomsonreuters.jp/products/enw/support/
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お問合わせ：

トムソン ロイタトムソン・ロイター

学術情報ソリューション

堀切 近史堀切 近史

Tel:03-5218-6500

Email: chikashi.horikiri@thomsonreuteres.com

20


