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本日の内容本日の内容

EndNote Webとは？
文書管理、論文・レポート作成がどう変わる？

EndNote Webを使ってみよう
1. まずはユーザ登録

2. 文献情報の保存（CiNiiからの書誌情報の取り込み）

（Online Search Mode）

3. 文献情報の保存（PubMedオンラインの検索）

（ダイ クト ク ポ ト）（ダイレクトエクスポート）

4. 文献情報の整理（グループ分け）

5 引用文献リスト（References）の作成5. 引用文献リスト（References）の作成



EndNoteを使用しない場合の

文献収集 管理文献収集・管理…



文献管理の悩み文献管理の悩み

•文献情報をうまく管理できない…

•オンラインの検索結果の良い保存・管理方法がない…オンラインの検索結果の良い保存 管理方法がない…

必要な文献がすぐに
なたくさんの文献を集めたのに、

結局パソコンの中でぐちゃぐちゃ…
見つからない…



EndNoteを使用しない場合の
論文作成論文作成

（ジャーナルごとに異なる投稿規程）



References（参考文献一覧）にも投稿規程があります。
著者、発行年、雑誌名、タイトル、ページ数など
定められた書体・順序で書く必要があります定められた書体・順序で書く必要があります。

References（参考文献一覧）は
漏れなく 誤りなく記述することが必須です漏れなく、誤りなく記述することが必須です。



■参考文献の入力
1件につき10分×31報＝
約5時間を要する約5時間を要する

■ほかのジャーナルに投稿する場合、ジャ ナ 投稿する場合、
また最初から入力が必要。



参考文献リストの自動作成参考文献リストの自動作成

論文中に必ず記載する論文中に必ず記載する
References(参考文献リスト)

MS Word上で投稿する雑誌名を
選ぶだ 自動作成選ぶだけで自動作成。

5時間の作業が数秒に！

何百ものジャーナルのスタイルに
文献を 能引用文献をフォーマット可能。

年報や 究業績 作成も簡単年報や研究業績リストの作成も簡単。



EndNote Webの機能 1/3の機能 /

データベース
電子ジャーナル

文献データ
の管理

参考文献
リストの作成

__________________________________
__________________________________
__________________________________

References

検索

1. Usaco Corporation, EndNote X3: 
Thomson Reuters, 2009 (13) pp.1‐13

2. Doe, J, Lung cancer therapy: 
Thomson Reuters, 2009 (13) pp.55‐
58

3. Smith, M, Breast cancer Research:  
Thomson Reuters 2009 (13) pp. 23‐
25

4. Smith, M, Breast cancer Research:  
Thomson Reuters 2009 (13) p. 23Webサーバー

EndNote Webに、 収録レコードの閲覧，

グル プ分け 編集 印刷
参考文献リストを

論文の書誌情報を

取り込む

グループ分け，編集，印刷，
Web上で共有

参考文献リストを
任意の書式で自動作成



EndNote Webの機能 2/3

ユーザー登録（初回）
学内から ク

の機能 /

EndNote Webの利用には、学内からアクセスし、
ユーザー登録しておく必要があります。
（ユ ザ 登録後は学外からもアクセス可能）（ユーザー登録後は学外からもアクセス可能）

文献管理機能文献管理機能
データベースや電子ジャーナルから
検索した文献情報をW b上に保存検索した文献情報をWeb上に保存

論文作成支援機能論文作成支援機能
引用表記、参考文献一覧（References）を簡単に作成。
（EndNote デスクトップ版よりは簡易的機能）（EndNote デスクトップ版よりは簡易的機能）



EndNote Webの機能 3/3

E dN デスクト プ版 とのデ タ転送

の機能 /

EndNote デスクトップ版 とのデータ転送

保存したデータ（書誌情報）を相互に転送可能です。

（同期はできません）

EndNoteWebのユーザ間で保存データの共有ができる。EndNoteWebのユ ザ間で保存デ タの共有ができる。

！！注意！！！！注意！！

1年に1回は学内からアクセスしてください。

アカウントが失われ、接続できなくなります。

全ての作業はオンライン状態で行います。全ての作業はオンライン状態で行います。



EndNote Webを使ってみようEndNote Webを使ってみよう

1. まずはユーザ登録←最後のページで登録方法をご紹介！

2. 文献情報の保存

（CiNiiからの書誌情報の取り込み）（ らの書誌情報の取り込み）

※Online Search Mode

3 文献情報の保存（PubMedオンラインの検索）3. 文献情報の保存（PubMedオンラインの検索）

※ダイレクトエクスポート

4 文献情報の整理（グル プ分け）4. 文献情報の整理（グループ分け）

5. 引用文献リスト（References）の作成



文献情報の保存
（DBの書誌情報を取り込む） 1/3

デ タベ スから書誌情報をEndNoteがインポ トできるフォ マットでダウンロ ドしておきますデータベースから書誌情報をEndNoteがインポートできるフォーマットでダウンロードしておきます。

CiNiiの場合

EndNoteが
インポートできる形式（例）

CiNii：ReferBiblXCiNii：ReferBiblX
医中誌：MEDLINE

PubMed：MEDLINE
SciFinder：Save as で
Tagged Format（* txt）Tagged Format（ .txt）

その他、
EndNoteやRISでもOK！



文献情報の保存
（DBの書誌情報を取り込む） 2/3

①EndNote Webに戻り、
【収集】タブから
【レファレンスのインポート】
をクリック。

②PCに保存したファイルを
参照から選択。

③インポートオプションで
これから取り込むデータの形式を選択。
＜詳細は次画面＞

※【お気に入りを選択】から
よく使うデータベースを登録しておくと、
プルダウンメニューの表示項目が
絞られて選択しやすくなります。

☆論文情報を自分で入力するときは 【新しいレファレンス】から

④プルダウンメニューで
インポート（保存）先となる
[グループ]を選択

☆論文情報を自分で入力するときは、【新しいレファレンス】から

☆EndNoteデスクトップ版からデータを取り込む方法は
「EndNoteからインポートしますか？」を参照

⑤最後に[インポート]をクリック



文献情報の保存
（DBの書誌情報を取り込む） 3/3

よく使うデータベースを
事前にお気に入り登録しておくと
レファレンスのインポートが
より簡単になります。

①【お気に入りを選択】をクリック。

②データベース名リストから、
普段使うデータベース名を探して
選択し、【マイリストにコピー】を
クリックすると、【マイリスト】にクリックすると、【マイリスト】に
登録されます。

インポ トフィルタインポートフィルター

・PubMed：PubMed（NLM）
・CiNii：CiNii
・電子ジャーナル：RefMan RIS （RISフォーマットのとき 電子ジャーナルの多くが対応しています ）・電子ジャ ナル：RefMan RIS （RISフォ マットのとき。電子ジャ ナルの多くが対応しています。）
・SciFinder：SciFinder(CAS)（ダウンロード形式はTagged Format（*.txt) ）
・EndNoteデスクトップ版＝EndNote Import



文献の保存
（オ イ 検索 など）

☆PubMedやBritish Library などの無料で提供されているいくつかの書誌情報は、

（オンライン検索：PubMedなど）1/2

EndNote上で直接検索し、取り込むことができます。

①【収集】タブから
【オンライン検索】をクリック。

②【オンライン検索】の②【オンライン検索】の
プルダウンメニューの中から
検索したいサイトを選択。

【お気に入りを選択】から【お気に入りを選択】から
よく使うデータベースを登録しておくと、
プルダウンメニューの表示項目が
絞られて選択しやすくなります。

③接続をクリックすると検索画面が開く

④検索条件を指定し、検索をクリック



文献情報の保存
（オ イ 検索 など）（オンライン検索：PubMedなど） 2/2

⑤検索結果が表示される。

①

⑥文献情報を保存したい論文に
チェックを入れて、
保存するグループを選ぶと
文献情報が保存される。

※保存が終了した論文は
コピー覧にチェックがつく。 ③

②

⑤
④

⑤



文献の整理（グループ分け）文献の整理（グル プ分け）

保存した論文はマイレファレンスタブで確認できます。保存した論文は イレファレンスタブで確認できます。
文献の整理方法：
①未整理をクリック
②チェックボックスを使ってリストからレコードを選べば、指定したグループに論文が移動します。
※新しいグループを作る方法：※新し グル を作る方法
【グループに追加】のプルダウンメニューで「新しいグループ」 を選び、名前をつけるだけです。

※グループ名は500個まで作成でき、レコードは1万件まで保存可能です。

保存した
論文を探す

グループに仕分け
していないレコードは、
[未整理]に蓄積されます。

グループ名の変更、グループの削除は、
【構成タブ】の【マイグループ】の管理で行えます。



ほかのユーザとの共有ほかの ザとの共有

【構成】タブの【マイグループの管理】で グループの共有設定が行えます【構成】タブの【マイグル プの管理】で、グル プの共有設定が行えます。
①共有したいグループの□にチェックを入れ、【共有の管理】をクリックする。
②確認の画面が表示されるので、【このグループの共有を開始します】をクリックする。
③共有したい相手のEmailアドレスを追加し、最後に【適用】をクリックする。
（追加できるのはEndNoteWebに登録されているEmail）（追加できるのはEndNoteWebに登録されているEmail）
※ [ 読み取り専用]にすると、相手側は表示とコピーのみ行える。

[読み書き]にすると、相手もこのグループへの書き込みが行えます。
※共有グループは、相手の【マイレファレンス】の【他のユーザーと共有するグループ】に表示されます。



文献リストの出力文献リ トの出力

レファレンスのグループごとに
保存されている文献リストを
任意の書誌スタイルで出力できます。

①【フォーマット】タブをクリック。

②【文献リストの作成】を選択。

③出力したいレファレンスグループを選ぶ。

④書誌スタイルを選ぶ。

⑤ファイル形式を選ぶ。

⑥出力方法を選ぶ。
内容確認は【プレビュー＆印刷】で！



引用文献リストの作成
（Wordのプラグインを使う） 1/3

【フォーマット】タブの【CWYW（Cite While You Write）プラグイン】
からＷｏｒｄとEndNoteを連携させるためのプラグインをダウンロードする。

ブラウザやWordが
対応するバージョンか対応するバージョンか
確認しましょう。



引用文献リストの作成
（Wordのプラグインを使う） 2/3

①引用する箇所にカーソルを合わせ、【Find Citations】をクリック。①引用する箇所 ソ を合わ 、【 】をクリック。
②Findのボックスに文献名などを入力しボタンを【Find】をクリック。
③検索された文献の中から、 使いたい文献名をクリックしてハイライト。
④【Insert】ボタンをクリック。

Wordの引用箇所に{Fukumachi,2001}などと入力されます。（Style未設定時）用箇所 { , }な 入 す。（ y 未設定時）
⑤【Update Citation and Bibliography】をクリックして引用文献を作成。

EndNoteWebにEndNoteWebに
リンクするための
URL、ID、パスワード
を設定



引用文献リストの作成
（Wordのプラグインを使う） 2/2

引用文献を変更する場合は？引用文献を変更する場合は？
⑥【Edit Citation】をクリック。
⑦追加/削除したい引用文献をハイライトし
【Edit reference】から
【remove citation】(削除）または【remove citation】(削除）または
【Insert citation】（追加）をクリック。
最後に【OK】をクリック。
引用文献に変換する場合は、ステップ⑤へ

アウトプットスタイルの変更は？
⑧Styleパネルの右下の をクリック
⑨【Format bibliography】の
【with output style:】で、
スタイルを選択。

Word 2003, 2004,2008のプラグインとの対応

Find Citation       Edit Citation
Format Bibliography Preference



引用文献リストの作成
（Wordに下準備をしてから作成する方法）1/2

①Microsoft Wordの原稿を用意

②引用箇所に{著者の苗字、出版年｝を入力。
{Fukumachi 2001}{Fukumachi, 2001}

同じ著者、同じ年に複数文献がある場合は、
タイトルの最初の単語を入力。
区切りは半角カンマ（ ）。区切りは半角カンマ（,）。
{Kobori,2003, Participatory}

同じ箇所に複数文献を引用する時は、
文献間を半角セミコロン（;）で区切る。文献間を半角セミコロン（;）で区切る。
｛Fukumachi, 2001;Takeda,2006｝

③最後にRTF形式で保存。

日本語の著者日本語の著者、
タイトルには
まだ対応していません



引用文献リストの作成
（Wordに下準備をしてから作成する方法）2/2

④【フォーマット】タブの【引用文献のフォーマット】をクリック。
⑤File右横の「参照、」からRTF形式で保存したファイルを選択。
⑥【書誌スタイル】で、引用文献のスタイルを選択。
⑦最後にFormatボタンをクリックする。
⑧⑧フォーマットの結果が表示される。
⑨保存先確認画面で保存する場所を指定する。
フォーマット結果：
Unmached citation(s)=参照できなかったレコード

条 ドが複 在Ambiguous citation(s)=条件にあったレコードが複数存在し、
特定できなかったレコード
※参照できなかったレコードは下準備をやりなおす。
※参照できるレコードをまずフォーマットし、
後 な 部分を直 合後でエラーとなった部分を直したい場合は、
「一致しなかった引用を無視」にチェックを入れておく。

⑩引用文献リストが完成
準備 た箇所※下準備した箇所に、

番号付けと引用文献リストが
自動入力されます。
※保存されたファイルに拡張子がなければ

を ける.docをつける。



引用文献スタイルのお気に入り登録引用文献 タイルのお気に入り登録

3600種類のジャーナル形式から
引用文献リストのスタイルを選べます。

①【フォーマット】タブをクリック。

②【引用文献のフォーマット】を選択。

③【このリストをカスタマイズ】をクリック。

④ジャーナルを選ぶ

⑤【マイリストにコピー】をクリック



まとめまとめ

1. 文献情報の保存 （収集タブ）文献情報の保存 （収集タ ）

レファレンスのインポート

新しいインポート

スライド 6-8

オンライン検索

2. 文献情報の整理

スライド 9-10

保存した文献情報の確認/整理（マイレファレンスタブ）

グループの管理・共有（構成タブ→マイグループの管理）

文献 （ ） 作成

スライド 11

スライド 12

3. 引用文献リスト（References）の作成
Wordのプラグイン

下準備したフ イルの 括変換 （日本語文献に非対応）

スライド 14-16

スライド 17 18下準備したファイルの一括変換 （日本語文献に非対応）

文献リストを出力後、コピー＆ペースト

スライド 17-18

スライド 13



★お茶大のPCからユーザー登録をしてください

ユーザー登録の方法 1/2
★お茶大の Cから ザ 登録をしてくださ

図書館HPの下にある”EndNote Web(文献リスト作成)”をクリックして、表示されたページ内のURLより進む①

サインインをクリックし、表示された画面左の”各種設定”[登録]から ユーザー登録画面へ② [ ]②



ユーザー登録の方法 2/2
メールアドレスを入力し、続行する ※同じメールアドレスを入力する③

④ 各項目へ情報を入力し、変更ボタンより登録をする ＊(アスタリスク)は必須項目④ 各項目 情報を入力し、変更ボタンより登録をする (アスタリスク)は必須項目

名・姓の順で入力 パスワードには、
数字 アルファベット 左記記号の数字・アルファベット・左記記号の
すべてが入る8文字以上を設定

下記画面になれば 登録完了！⑤ 下記画面になれば、登録完了！⑤

登録したメールアドレスと
パスワードをお忘れな

く！


