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• 2500を超える学術ジャーナルと350万もの論文

•すっきりと直観的で、使い勝手のよいインターフェース

•強化されたディスカバビリティ

•使いやすい各種の検索・閲覧機能

Getting Started
登録とサインイン
Taylor & Francis Onlineの機能を最大限に活用していただく為に、ユーザー登録をお勧めします。
トップページ上部にある"Register"から登録できます。

登録完了後は、
メールアドレスと

パスワードを入力し、
ログインしてください。

Welcome
Taylor & Francis Groupは、世界中の研究者、学会、大学、図書館と協力し、様々な分野の
質の高い学術情報を出版することに尽力しています。 弊社出版の学術ジャーナルは人文学、
社会学、科学、テクノロジー、医療と多岐に渡ります。

Taylor & Francis Onlineの特徴―



学認との連携
ログイン画面の”Log in via your institution”の下にある、”>Shibboleth”をクリックします。

以下のようなサインイン画面が表示されます。

“Search Institutions”から
”GakuNin IdP”と入力し、候補から選択。

または”Filter by Region”の
プルダウンメニューの一番上にある
“Academic Access Management 
Federation in Japan (GakuNin)”を
選択してください。

選択すると、統合認証ログインページに移りますので、ご所属の機関で設定された統合認
証のユーザーネームとパスワードを入力し、ログインすると、Taylor ＆ Francis Onlineとの
連携が完了します。



コンテンツの閲覧
ジャーナルを分野ごとに閲覧するには、トップページの分野一覧から閲覧したい分野を選び、
クリックしてください。分野を絞り込んだ後、ページ左側の"Refine your search"から絞込検索が
可能です。

検索
トップページの検索バーにキーワード、著者、 
DOI、論文のタイトル、ジャーナル名等を入力し、
検索すると、サイト全体からコンテンツを検索で
きます。

検索結果はページ左側の"Refine your 
search"からフィルターをかけることに
よって、分野、タイトル、出版日等で
検索結果を絞り込むことができます。
また"Only show content I have full access 
to"にチェックを入れるとご所属の機関で
アクセスできるコンテンツのみ表示され
ます。



Share and Recommend Content
ジャーナルのホームページ、論文ページでは様々な機能をお使いいただけます。

シェアする
200以上ものソーシャルメディアで論文のリンクを
シェアすることができます。論文ページ右側にある、
アイコンをクリックし、お好みのソーシャルメディアを
お選びください。

引用文献情報のダウンロード
引用文献情報のダウンロードもTaylor & Francis 
Online上で可能です。ダウンロードした情報は、 
EndNote、ProCite、RefWorks、Reference Manager
などで利用可能です。

アラート機能
ジャーナル、または論文のページにある
"New content alerts"ボタンから、Eメール、
またはRSSフィードによる新着情報の受信設定が
できます。



関連コンテンツの表示
論文ページ右側の"People also read"では、閲覧している論文の
関連分野で多くの人に読まれている論文を表示しています。

オープンアクセス
Taylor & Francis Onlineでは、オープンアクセス
コンテンツも公開しています。
トップページ下部にある"Open access"の
"Overview"よりアクセスいただけます。

Altmetrics
2012年1月以降に出版された全ての論文ページにて
Altmetricsデータを見ることができます。 
"Metrics"をクリックいただくと、詳しいデータが
ご覧いただけます。



CrossMark
CrossRef社が提供しているCrossMarkでは、閲覧しているコンテンツが最新のものなのか、
変更等がないかを確認することができます。
CrossMarkを使用することにより、Taylor & Francisはコンテンツの変更があった場合、
ユーザーに知らせることができるようになりました。

"Check for update"のアイコンをクリック
するとCrossMarkの画面が表示され、結果が
表示されます。

どこからでもアクセス可能
ユーザーはどこからでもオンラインで
コンテンツを閲覧・ダウンロードできます。
Taylor & Francis Onlineはパソコンからだけで
なく、タブレット端末やスマートフォンから
も利用することができます。どのスクリーン
サイズにも対応できる設定となっていて、
使いやすさ、読みやすさを追及しています。



各種アイコン
論文ページ右上に表示される緑色の"Full access" のアイコンは、ご所属の機関が購読していて、
閲覧可能なジャーナル、または論文にのみに表示されます。
またオープンジャーナルの場合は、 オレンジ色の"Open access"、無料で閲覧できる論文には
緑色の"Free access" のアイコンが表示されます。

DataCiteへのリンク
多くの場合は研究資金支給の条件となっている為ですが、論文のサポートデータをリポジトリに
提出する著者の方は増えてきています。Taylor ＆ Francis Onlineでは、論文からサポートデータ
(リポジトリ)へのアクセスがしやすくなっています。

DataCiteのリンクは論文の要旨(Abstract)部分に表示されます。
著者がDataCiteでサポートされているリポジトリにデータを保存した場合、データへのリンクは
要旨(Abstract)の下に表示されます。著者が複数のリポジトリにデータを保存している場合は、
全てのリポジトリへのリンクがポップアップで表示されます。

引用数の表示
論文の引用数を正確に反映するために、
Web of Science®およびScopusの数字が既存の
CrossRefの引用数と共にTaylor ＆ Francis Onlineに
表示されます。論文の引用数は、Web of Science®、 
CrossRef、Scopus、それぞれ異なる場合があります。

引用数が表示可能になると、目次ページ左側に閲覧数と共に表示されます。
また、個々の論文ページの"Metrics"タブを選択すると引用数を確認することができます。



Taylor & Francis Groupに
ついて
Taylor & Francis Groupは、イギリスに
拠点を置くInforma社の一部門である学術
出版社です。1852年の設立以来、学術図書、
学術ジャーナルを出版。世界中の研究者、
学会、大学、図書館と協力し、人文学、
社会学、科学、テクノロジー、医療と
多岐に渡る分野の学術情報を出版していま
す。

現在Taylor & Francis Groupは、本社を置く
イギリスの他、アメリカ、オーストラリア、
シンガポール、中国、日本、マレーシア、
スイス、インド、南アフリカの世界各国に
オフィスを構えています。

Taylor & Francis Online: 主な機能

研究者のみなさまへ

View, Share, Connect @tandfonline

図書館員のみなさまへ

ジャーナル編集者、
学会関係者のみなさまへ
•  ジャーナルのカテゴリ分類を強化して、読者が

主要ジャーナルをより簡単に識別し、アクセスしやす
くなりました。

• また、ジャーナルのタイトルと表紙を目立つ様に
デザイン。ジャーナルページはすっきりと読みやすい
「カード・デザイン」で関連コンテンツ及び主要コン
テンツを提供します。

•  HTML5を採用し、動画表示が強化されました。
ビデオによるアブストラクト、その他動画コンテンツ
のあるジャーナルのインパトが向上します。   

•  直観的で読みやすいレイアウト
コンテンツ中央に配置し、図やデータ、引用文献
情報、論文の引用数、論文のPDF表示など、論文の
個別ページのタブから簡単にアクセスできます。

• ナビゲーションメニュー
ナビゲーションメニューは固定表示されているので、
ページ内どこに移動しても主な機能に簡単にアクセ
スすることができます。

• 強化されたディスカバビリティ
主題、発行年月日、アクセス可能なオプ
ションで絞り込める多面的な検索機能で、ディスカ
バビリティが強化されました。より簡単に、より迅
速に論文やジャーナルを探すことができます。

• 簡単な投稿システム
論文を発表したい研究者の方々のニーズを満たす
明瞭な情報を提供しています。 

• アカウントページでアカウント情報を随時確認
• Taylor ＆ Francis Onlineのコンテンツを図書館

カタログとリンク
• COUNTERに準拠した統計により利用統計が追跡
• ソーシャルブックマークを使って論文の共有
• 図書館のロゴをアップデート
• RSSフィードを取得
• 刊行や論文に関するアラートを管理
• 一括出力リストの作成
• リンクリゾルバの設定―Taylor ＆ Francis Onlineは

複数のリンクリゾルバのベンダーと協力しナレッジ
ベースを最新の情報に保っています。  

Taylor ＆ Francis Onlineでは以下のことが可能です。 


	0810_JP_TFO_Userguide_Overview
	0801_JP_TFO_Userguide_Overview
	Login

	Gakunin-user



