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Cambridge Core利用ガイド ジャーナル編 
 

 

１．アクセス 

URL:  https://www.cambridge.org/core 

 

Cambridge Coreホームページ 

 

２．記事の表示 

   特定のジャーナルの記事を閲覧するには、検索ボックスからジャーナルタイトルの一部を入力します。 

 

ユーザー登録を利用する場合はここからログイン

します。Shibboleth でログインする場合もここの

Log inを利用します。 

記事検索はここからできます。 

E-Bookのコンテンツも同時に検索されます。 

雑誌・書籍のタイトルを探す場合もここから検索します。 

ジャーナルのタイトルの一部を入力すると、収録タイトル

の候補が一覧表示されます。 

コンテンツを種類別（ジャーナル、ブックなど）

にタイトルの一覧表示をします。 

http://www.journals.cambridge.org/
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ジャーナルの一覧リストから選択することもできます。 

Home → What we publish → Journalsと選択すると、ジャーナルタイトルを一覧表示します。 

 

 

 

 

雑誌タイトルをクリックすると、その雑誌のジャーナルホーム画面を表示します。 

 

ジャーナルホーム画面（例：American Political Science Review） 

表示タイトルを絞り込みます。 

Search and filter・・・単語を入力 

All titles・・・特定のアルファベットで始まる 

All  subjects・・・特定の分野から 

購読タイトルのみ表示する場合は、Access unfiltered

のメニューからSubscribedを選択します。 

FirstView・・・査読完了の未掲載記事 

Latest  issue・・・最新号 

Most cited・・・最も引用されている記事 

Most read・・・最も読まれている記事 

All issues・・・巻号一覧 

Open access・・・オープンアクセス記事 

※ジャーナルによって、表示されるトピックス

は異なります。 

記事の閲覧方法は、ジャーナルホーム画面のタブ

メニューから希望の方法を選択します。 
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★最新号（Latest issue）の表示 

 Latest issueを選択すると、最新号の目次を表示します。 

 

 

★巻号一覧（All issues）の表示 

All issuesをクリックすると巻号一覧を表示します。バックナンバーは10年単位で折りたたまれています。 

一覧表示をする場合は＋記号をクリックします。希望の issueをクリックすると目次を表示します。 

 

 

 

 

 

 

記事の並び替えができます。 

Archive contentの表示がある場合、全文

表示するには別途契約が必要です。 

全文は PDF、HTML のリンクから、抄録は

View abstractをクリックすると表示します。 

チェックボックスで選択した記事に

ついての操作を選択します。 

表示コンテンツを条件によって

絞り込みます。 
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★抄録（Abstract）、参照文献（References）の表示 

目次から記事のタイトルをクリックすると、抄録、参照文献などを表示します。 

 

抄録表示部分（例： Journal of Fluid Mechanics） 

 

参照文献（References）には、電子コンテンツへのリンクが表示されます。 

 

 

 

 

 

全文に関わる操作はこちらにまとめてあります。 

CrossRef・・・電子ジャーナルの記事へリンクします。 

Google Scholar・・・Google Scholarでの書誌情報を表示します。 

PubMed・・・PubMedでの書誌情報を表示します。 

arXiv・・・物理・数学系プレプリントサーバーの記事へリンクします。 

CrossRef のリンクをクリックすると、そ

の記事の電子コンテンツを表示します。 
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★全文の表示 

 全文はHTMLおよびPDFで提供されます。ジャーナルによっては、PDFは通常版と高解像度版の2種類提供さ

れることもあります。HTMLは、Cambridge Core Readerにより別ウィンドウで表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF全文表示 

 

PDF本文は参照文献と図・表へのリンク 

ができます。 

 

 

HTML形式全文表示 

左側の操作メニューから操作できます。Contentsアイコンをクリックす

ると、記事の構成（章立て）を表示します。Figures アイコンで図を表

示、Actionアイコンで記事の送信、シェア、エクスポートの操作ができ

ます。 
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★FirstView Articles 

雑誌タイトルによっては、査読完了し掲載準備が整った記事について、冊子体に先駆けて電子ジャーナルで公開する

ことがあります。これをFirstViewと呼びます。更新は随時行われ、冊子体に掲載されると削除されます。 

 

  

 

 

  

★被引用記事情報（Cited by） 

表示されている記事が他の記事に引用されている場合は、Cited byのリンクから引用先の記事情報を表示できます。被

引用数はCrossRefによって算出されています。 

  

 

 

 

DOI（記事固有番号）と公開した日付が表示されます。 

Google Scholar で被引用文献を検索する場合は、

Google のリンクをクリックし、View all Google 

Scholar for the articleのリンクをクリックします。 
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 ★ORCiD IDとのリンク 

 記事の著者がORCiDのIDを持っている場合、著者のリンクからORCiDサイトに接続して著者情報を表示します。 

  

 

 

 

 

 ★Supplementary Materials（追加マテリアル） 

  Cambridge Coreでは、記事によって冊子体の記事では掲載しない追加情報を搭載する場合があります。目次ペ

ージもしくはAbstractsの画面で、Supplementary Materialsと表示されます。搭載されるのは、記事を補足す

る情報をファイルで添付し、主にPDF、マルチメディア系及び動画ファイルなどになります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

リンクをクリックすると、ファイルをオープンします。ビューアソフトが必要な

場合は、あらかじめインストールしておく必要があります。ファイルは、PDF、

Word、Excel、TIFF、JPG、MOVなどの形式が搭載されます。 

動画ファイルの場合は、右のプレイボタンで

再生ができます。 
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★MathJax対応 

 数学・物理学系のジャーナルは、MathJaxに対応しています。MathJaxは、数式を美しく表示するJavascript 

ライブラリです。利用するには、Javascriptに対応したブラウザが必要です。 

 

 

★Export Citations（書誌情報のエクスポート） 

 記事の書誌情報を文献管理ツール（EndNote、RefWorks、Mendeleyなど）に取り込むことができます。目次ペー

ジ、FirstView、検索結果一覧などの一覧表示ページでは選択した複数記事、Abstract ページではその記事の書誌

情報をエクスポートします。 

  

  

 

 

 

 

数式部分にマウスカーソルを合わせて右ク

リックすると、MathJax での表示の設定が

できます。 

MathJaxのオン／オフの切り替えができます。 

希望の記事のチェックボックスを選択し、Export 

citationsをクリックします。 

Abstract表示の下にあるExport citationを

クリックします。 

こちらからもエクスポートできます。 
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 Export citation(s)をクリックすると、ポップアップでCitation Toolsの画面が表示されます。エクスポートする方

法をここで選択します。初期設定でフォーマットされた書誌をコピー＆ペースト、ダウンロード、エクスポートを選

択できます。 

 

 

 

★全文PDFの一括ダウンロード 

 Cambridge Core では、複数の全文PDF ファイルを一括でダウンロードできます。目次、FistView、検索結果な

どの記事一覧ページ表示画面からチェックをつけた複数の記事のPDFをダウンロードします。記事のPDFファイ

ルは全文のアクセス権（購読タイトル、オープンアクセス）が必要です。ZIP ファイル形式で圧縮されてダウンロ

ードされます。  

   

 

 

コピー＆ペーストする書誌をChangeボタンで変更できます。書誌スタイル

の検索画面から検索できます。学会名、スタイルガイドなどで検索します。 

Downloadは、指定したフォーマットのファイルでダ

ウンロードします。RISを選択すると、EndNote を

はじめ大抵の文献管理ツールにインポートできます。 

Export は、文献管理ツールにダイレクトにエクスポ

ートできます。 

チェックをつけて Download PDF(zip)ボタンをクリック

すると、ポップアップで確認画面が表示されます。 
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★選択した記事をKindle、Dropbox、Google Driveに送信する 

  選択した記事本文PDF をKindle、Dropbox、Google Drive に送信することができます。PDF ファイルのアクセ

ス権（購読タイトル、オープンアクセス）が必要です。送信するには、送信先の各サービスの個人アカウントが必要

です。 

 

＜例：Google Driveに送信＞ 

 
 

Abstract表示画面からは、Send to Google Driveのアイコンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記事一覧表示画面からは、希望の記事のチェックボックスを選

択してSend to Google Driveボタンをクリックします。 

Send to Google Driveボタンをクリックすると、ポップアップで確

認画面を表示します。利用に関する注意事項のチェックボックスに

チェックしてSendボタンをクリックします。 
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 Sendボタンをクリックすると、Google Driveに送信されたとのメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

    

 

 Google Driveを見ると、Cambridge Coreというフォルダがあります。Journalsのフォルダを開けると、ジャーナル

ごとにフォルダがあり、そこに送信されたPDFファイルがあります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Driveに送信が確認されたら、Googleのアカウント

にログインしてGoogleドライブにアクセスします。 

「Cambridge.orgが次のスコープをリクエストしています」

というメッセージが表示され許可を求められます。 

許可ボタンをクリックします。 
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★記事全文を第三者と共有する 

  ジャーナルによっては、特定の記事全文を第三者と共有する機能があります。Abstract表示画面にある「Sharable 

link」をクリックします。ポップアップで確認画面が表示されます。記事情報は、生成されたURLをクリップボー

ドにコピーして共有するか電子メールで送信することができます。 

 共有された記事全文は、読み取り専用（リードオンリー）でダウンロード不可となっています。 

 

 

 

 

 

 

 第三者が生成されたリンクをクリックすると、リードオンリーの全文が表示されます。 

 

共有された記事全文の表示画面（例：American Political Science Review） 
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★記事単位での引用情報（Altmetric score） 

  記事単位でTwitter、Facebook、Google+などSNSやブログ、Wikipediaなどインターネット情報源への引用情

報を表示できます。Altmetricsの技術による統計データを別ウィンドウで表示します。引用情報は、一覧表示画面右

端にあるAltmetricsのバッジをクリックするか、Abstract表示画面のMetricsのリンクをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツイッターのツイート先を国別に色分

けして表示します。マウスカーソルを

国に置くとツイート数を表示します。 

Abstract 表示画面から Metrics をクリックすると、全文および

Abstractの閲覧統計をグラフ化して表示します。 

News、Blogs、Twitter、Wikipediaなどタブをクリック

すると、それぞれの詳細な情報（ブログ、ツイッターの

アカウントなど）を表示します。 
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３．記事を検索する 

  Cambridge Coreでの記事の検索は、ホームにある検索ウィンドウ、ジャーナルホーム、コンテンツ表示のウィンド

ウから行います。検索は、Googleライクなシンプルな検索に統一されています。 

 

Cambridge Coreホーム画面 

 

 

ジャーナルホーム画面（例：Journal of Fluid Mechanics） 

 

  ★キーワード検索の基本 

   ・大文字小文字の区別はしません。 

   ・入力した語のみを検索します。前方一致での検索を実行します。 

     例：run → run、runs、running、runnerを検索。ranは検索しない。 

・語句（フレーズ）で検索する場合は、ダブルクオーテーション記号“で両端を囲みます。 

例：”adult children” 

   ・すべての単語が検索可能です。A、The、in、ofなども検索します。 

   ・ギリシア文字はそのまま検索できます。 例：γ ray 

   ・記号は検索されません。例：+、 -、 &、|、!、 ( )、 { }、 [ ]、 ^、 "、 ~、 *、 ?、 ；、 ¥ 

   ・化学式、同位体元素などはそのまま入力します。 

     例：C2H5OH → C2H5OH、14
C → 14C 

   ・金属イオンの価数表記は統一されていません。例：三価の鉄イオン → Fe3+、Fe(III) 

   ・検索ボックスでのワイルドカード記号による部分一致検索、単語間のブール演算（AND、OR、NOT）には対

応していません。 

Refine Searchの画面でTagsにキーワードを追加することでAND演算同等の検索が可能です。 

Only search content I have access toにチェックをすると購読タイトルを含

む全文にアクセスできるコンテンツのみを検索対象にします。 

ジャーナルホーム画面の検索ウィンドウで検索すると、そのジャーナル内

に限定した検索ができます。 
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    検索を実行すると、検索結果一覧を表示します。検索は、Bookを含むすべてのコンテンツが対象になっています。

検索結果は、左側のRefine searchメニューから希望の項目を選択することによって絞り込むことができます。 

 

検索結果一覧表示 

 

 

 絞り込み項目は、チェックをつけるほかにAuthorやTagsではキー入力、Publication dateでは from year to yearで 

範囲指定もできます。Show moreがある項目は、クリックするとより多くの選択項目を表示します。 

  

 

 

 

  

絞り込み項目にチェックをつけるとすぐ実行します。雑誌

記事のみに絞り込む場合は、Articlesにチェックします。 

検索結果一覧を並べ替えます。 

 

タイトルをクリックすると、Abstract表示になります。Back 

to search resultsのリンクをクリックすることで、結果一覧

に戻ることができます 
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４．ユーザー登録 

  ユーザー登録してログインすると、以下の個人機能が利用できるようになります。 

   ・特定の雑誌タイトル、雑誌記事を保存することができます。 

・検索条件を保存・実行できます。 

・選択した雑誌の目次情報を電子メールでアラートすることができます。 

 

 

 ＜ ユーザー登録 ＞ 

  Cambridge Coreホーム画面右上のRegisterをクリックすると登録画面になります。 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

登録（Registration）画面 

 

  アスタリスク記号＊のある項目は必須事項です。必要事項を記入して、Term of useのチェックボックスにチェック

をして、Registerボタンをクリックすると登録完了となり、同時に確認メールが送信されます。 

次回よりログインする場合は、ホーム画面右上にあるLog inをクリックします。  

    

登録の E-mail アドレスとパス

ワードでログインします。 
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 ログインしてMy accountボタンをクリックすると、管理メニューから機能を管理できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 ●My alerts（雑誌コンテンツの新着情報アラート） 

 希望の雑誌タイトルの記事の新着情報を電子メールで受信できます。ログインした状態で、ジャーナルホームから選

択、もしくはジャーナル一覧画面から希望のジャーナルを選択します 

 
 

 

 

 

 

機関購読の管理者アカウントになる

場合は、ここからリクエストできます 

Shibboleth での利用でログインする

場合はここからできます。 

xxx 

それぞれをクリックすると、 

設定画面が表示されます。 
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  アラートボタンをクリックすると、ポップアップで確認画面が表示されます。 

 

 My alertsをクリックすると、アラートの管理ができます。各ジャーナルのアラート頻度（毎週、毎月）、削除などが

できます。 

 
   

 

 

アラートの頻度を変更できます。Neverを選択すると、止め

ることができます。Removeボタンで登録を削除します。 

Add alertボタンをクリックすると、ポップアップでジャ

ーナルの一覧リストを表示します。ここから選択するこ

ともできます。 

ジャーナルタイトルの単語から検

索して選択することもできます。 

希望のタイトルにチェックして Confirm ボタンを

クリックします。 
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●My bookmarks 

  特定の記事にブックマークをつけて保存すると、My accountから簡単に呼び出せます。 

 

   

 ブックマークはジャーナル記事のほかブックのChapterなども追加できます。 

  

 

 My bookmark に追加されたコンテンツは、Remove ボタンで削除できます。複数削除する場合はチェックボックス

にて選択した後、下の「Remove selected bookmarks」ボタンで削除します。 

チェックボックスにて選択した後、下の「Export citations」ボタンをクリックすると、指定したスタイルで書誌情報を

フォーマットとして、コピー、ダウンロード、ダイレクトエクスポートすることができます。 

   

   

 

 

 

ログインした状態で、記事Abstract表示画面のブッ

クマークアイコンをクリックすると、ポップアップ

で追加の確認メッセージが表示されます。 
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 ●My content 

  個人購読のあるジャーナルがある場合は、Access codeもしくは購読者番号でActivateすることができます。 

 
 

 ●My Searches 

  ログインした状態で検索し、検索結果一覧から Save search ボタンをクリックするとその検索の保存ができます。

ポップアップで確認画面が表示されます。メッセージのMy searchesのリンクをクリックするとMy searchの登録画

面を表示します。 

     
検索結果一覧表示画面 

 

 

保存した検索の名前はSearch Xとなっていま

すが、編集アイコンをクリックするとポップア

ップで名前の変更ができます。 

保存した検索を実行、検索名の

変更、削除をします。 
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●My order history 

     個人購読の履歴があればこちらで表示します。 

 ●My societies 

     特定の学会に所属していれば、会員 ID、番号を登録することができます。 

 

 

 

●ログアウト 

 My account 左のアイコンをクリックすると、プルダウンメニューからログアウトできます。また、開いているブラ

ウザを終了した場合も自動的にログアウトされます。タイムアウトは15分です。 

 
 

 

 


