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図書館員の皆様へ

この度は、Nature Publishing Group、Palgrave Macmillan のジャーナルのサイトライセンスをご購入いただきありがと

うございます。このパックにはサイトライセンス購読を開始また管理されるにあたり、必要な情報が含まれています。

署名されたライセンス契約書その他書類は、このフォルダに入れて大切に保管してください。

 重 要

 最初にサイトライセンス購読のアクセス設定を行う必要があります。

 Activate ページをお読みになり、アクセス設定を行ってください。

Nature Publishing Group（NPG）と Palgrave Macmillan はサイトライセンスサービスを共有していますので、オンライ

ンアクセスはひとつの管理アカウントで管理できます。本パックには下記の項目ごとに、お客様の新しいサイトライセンスの

管理について重要な情報を記載しています。

•	 アクセス設定 – サイトライセンス管理アカウントを作成するためのステップ・ガイド。

•	 ライセンス – ライセンス対象コンテンツのチェック。

•	 利用統計 – 月毎の利用統計データを使うためのヒント。

•	 	プロモーションツール – 貴機関でサイトライセンスを利用できることをユーザーに知らせるためのポスター、  

バナー広告、E メールなど。

•	 Librarian Gateway – 弊社ホームページで公開している図書館員および情報管理者向けオンラインリソース。

 www.natureasia.com/japan/libraries

•	 Librarian Newsletter – NPG の新規創刊タイトルやご提供サービスなどに関するお知らせを日本語でご案内しております。

•	 連絡先 – 詳細は最後のお問い合わせページに記載されています。

カスタマーサービスより、新しいライセンス対象ジャーナルのすべてのライセンス ID を記載した、「ウェルカム E メール」を

お送りしています。未着の場合、またはサイトライセンスの管理、提供サービスについてご質問がありましたら、カスタマーサー

ビスにお問い合わせください。

サイトライセンス購読を是非お楽しみください。

ネイチャー・パブリッシング・グループ
サイトライセンスビジネスユニット
カスタマーサービス

〒 162–0843

東京都新宿区市谷田町 2-37 千代田ビル

Tel : 03-3267-8769　

Fax : 03-3267-8746

E-mail : institutions@natureasia.com

Welcome!  !Bienvenido!  Bienvenue!  Willkommen!
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1. 

下記の URL より Librarian Gateway の

｢ サイトライセンス管理アカウント」へ 

アクセス後、"Register Now" へ進みます。

www.nature.com/libraries/admin

2. 

ウェルカム E メールで取得されたライセンス ID

を入力し、"Confirm" をクリックします。

3. 

これでサイトライセンス管理アカウントを作成

することができます。

以下の A-D のステップに従ってアカウント設定

を行ってください。

A. アカウント情報

必要な情報すべてを入力の上、

"Continue" をクリックします。

エラーメッセージが出た場合は、

エラーとなった理由が表示されます。

How to activate your Site license Administration Account
（サイトライセンスのアクセス設定の方法）

サイトライセンス管理アカウントをお持ちですか？
サイトライセンス管理アカウントをすでにお持ちのお客
様は、自動的に更新および追加購読のご契約をされた
ジャーナルが登録され、ご登録されている IP レンジから、
アクセスできます。
※ 必ず最新の IP アドレスがご登録されているかご確認く

ださい。

追加購読ジャーナルをご確認する場合は、サイトライセ
ンス購読ジャーナルのコンテンツ管理（p.4）のページに
お進みください。

初めてのお客様ですか？
サイトライセンスのアクセス設定をするには、まずサイ
トライセンス管理アカウントを作成する必要があります。

アカウントを作成するには、次のものが必要です。
– ウェルカム E メール記載のライセンス ID
– 貴機関に適用されるすべての IP レンジ

下記１. から順番にお進みください。 

お客様のライセンスID：

A
ct
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B. IP レンジ

ボックスに貴機関に関する IP レンジ Low と High

をそれぞれ入力し（単体の場合は、同じ IP アドレ

スを入力）、"Description" には、サイトの名称や

部署名などを入力します。

"Add IP Range" をクリックすると、登録した IP

レンジが "Your Current IP Ranges" の下に表示

されます。

必要に応じて IP レンジを追加します。

IP レンジ /IP アドレスについては

librarian gateway ををご参照ください。

www.natureasia.com/ja-jp/libraries/ 

account-administration/account-activation

もしも右のエラーメッセージが表示された場合は

既にほかのアカウントで IP アドレスが登録されて

いる可能性がございますので弊社カスタマーサー

ビスまでお問い合わせください。

E-mail: institutions@natureasia.com

A
ct
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www.natureasia.com/ja-jp/libraries/account-administration/account-activation
www.natureasia.com/ja-jp/libraries/account-administration/account-activation
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新刊やアーカイブ資料、更新日の確認などライセ

ンス対象コンテンツの情報については次のタブ 

"Licenses" をお読みください。

アカウントに登録されている E メールアドレスに、

確認のメールが送信されます。このメールにユー

ザー名とパスワードが記載されています。アカウ

ントへの再アクセスに何らかの問題が生じた場合、

カスタマーサービスにお問い合わせください。

C.  E-mail アラート

チェックマークを付けていただくと、NPG 及び

Palgrave Communication より配信される E-mail 

アラートの配信を受けられます。ぜひ、ご活用く

ださい。

"Continue" をクリックします。

D. 登録情報の確認

登録されたアカウント情報に間違いがないことを

確認します。

修正が必要な場合は、"Modify Details" を、

アカウント情報に間違いが無い場合は、

"Continue" をクリックします。

4. Welcome!

サイトライセンス管理アカウントはこれで完了です。連絡先情報、ライセンス対象資料、IP レンジ、利用統計、E-mail アラー

トを管理する場合は、このアカウントにログインしてください。



下記の日本語版 Librarian Gateway のトップページの

右上にあるサイトライセンス管理アカウントにログイン

します。

www.natureasia.com/japan/libraries

＊ユーザーネームとパスワードをお忘れの場合は、カスタマーサー
ビスまでお問い合わせください。

サイトライセンス管理アカウント内の "Licenses" タブにはお客様

のライセンス対象ジャーナル（コンテンツの詳細）がすべて記載さ

れています。

より詳細な情報にアクセスするには、ジャーナルタイトルを選ぶか、

ドロップダウンリストを使います。

各 ジ ャ ー ナ ル を 選 ぶ と、 ラ イ セ ン ス 対 象 の 各 ジ ャ ー ナ ル の、 

以下（ 1 ～ 7 ）の詳細情報をご覧いただけます。

1  購読の開始日と終了日

2  コンテンツへのアクセス状況

  （サイトライセンスまたは＊アクセスフィー）

3  ライセンス対象コンテンツの範囲

  （年号および Volume 別）

4  ライセンス ID 番号

5  コンテンツの種類

  （解約後アクセス権が適用される範囲を定めるため）

6  Glossary of terms（用語集）は、購読の種類、コンテンツの種類、

ライセンス対象コンテンツに関連する権利について説明しています。

4

サイトライセンス管理アカウントからサイトライセンスの購読状況などを管理します。追加購読ジャーナルや更新日の確認、

IP レンジ、Ｅメールアドレスの訂正、利用統計の確認などを行うことができます。

Managing your licensed content
（サイトライセンス購読ジャーナルのコンテンツ管理）

1
2

3 4 5

6

Li
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7   各ジャーナルの nature.com に収録されているバックファ

イルの一覧は右記ウェブサイトの“this chart”（エクセル

ファイル）をクリックしてご参照ください。

www.nature.com/libraries/site_licenses/

licensed_content.html

※ アクセス可能なコンテンツは貴機関の契約内容により異

なります。

　 「Nature 関連誌」と「アカデミックジャーナル」の 2 枚の

シートに分かれています。

5

７

Nature関連誌

アカデミックジャーナル

www.nature.com/libraries/site_licenses/licensed_content.html
www.nature.com/libraries/site_licenses/licensed_content.html
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Using usage statistic reports
（利用統計レポート利用方法）

利用統計データにより次のことが可能です。

- 月単位、年単位で貴機関での利用頻度の概要を作成

- 新刊の利用概要およびトライアル期間の利用概要の把握

- 購読決定の情報を入手

- 別のベンダーや出版者からの統計との比較

- 貴機関でのユーザーパターンの把握および予測

- より効率的なインフラストラクチャーの計画

貴機関の利用統計レポートにアクセスするには

下記の日本語版 Librarian Gateway のトップページ

の右上にあるサイトライセンス管理アカウントに 

ログインし、"Statistics" をクリックします。

www.natureasia.com/japan/libraries

利用統計の閲覧が可能になり次第、英国本社より

MPS Insight 専用の username と password がお

客様へ配信されますが、ご不明なお客様は大変お手

数ですが、サイトライセンス カスタマーサービスま

でお問い合わせください。

Nature Publishing Group では、2003 年の発足当時より COUNTER を強

くサポートしてきました。図書館員や出版社と共同で、COUNTER はオンラ

イン利用データの記録や交換に関し国際的なスタンダードを定めています。

詳細について、また、お申し込みには下記の URL にアクセスしてください。

www.projectcounter.org

Nature Publishing Group と Palgrave Macmillan は、貴機関におけるジャーナルの利用頻度を知らせる月毎のレポートを

提供いたします。データはサイトライセンス管理アカウントに毎月更新され、登録されたサイトライセンス管理者に E メール

で通知します。

利用統計レポート抽出方法：

www.natureasia.com/pdf/ja-jp/libraries/MPSInsightuserguide.pdf

Us
ag

e s
tat

ist
ics
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E メールテンプレート

貴機関のユーザーに、トライアルや新たなライセンス対象

ジャーナルを、E メールで通知することが可能です。あらか

じめデザインされた E メールテンプレートが多くのジャーナ

ル用に用意されており、送信前にメッセージを書き込むこと

ができます。ウェブサイトから "Email templates" を選んで、

その指示に従ってください。

ライセンス提供者情報

サイトライセンス管理者は、ライセンス対象コンテンツに所

属機関名とサイトライセンス提供者を表記することができま

す。サイトライセンス管理アカウントに登録された機関名な

どが、サイトライセンス提供者として、全購読タイトル中画

面に表示されます。

ポスター

ポスターの PDF をダウンロードすることができます。

ご自由に印刷してご利用ください。

Promoting your site license
（サイトライセンスの利用プロモーションツール）

サイトライセンス購読を利用促進するための各種ツールをご用意しております。

ツールはウェブサイトからダウンロードできます。日本語版 Librarian Gateway (www.natureasia.com/ja-jp/libraries)

から、プロモーションツールをクリックしてください。ポスターやジャーナルの印刷版サンプルなど、印刷掲示物もご注文い

ただけます。

Pr
om

ot
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Librarian Gateway
日本語版 : www.natureasia.com/japan/libraries/

Librarian Gateway 日本語版には、サイトライセンス購読に関する情報から、冊子版の注文、利用統計データに至るまで、 

機関購読を管理するために必要なものがすべて含まれています。

⑦ ｢サイトライセンス」には、 
新刊のライセンス購読方法、 
ライセンスポリシーなどが
掲載されています。

④ あらかじめデザインされた
Eメールテンプレートを
ジャーナル毎に
ご用意しています。

⑤ 過去のライブラリアン
ニュースレターの閲覧、
ダウンロードが可能です。

③ サイトライセンス管理アカウントへの直接ログイン。ウェブサイト内が一目でわかるナビゲーション。①

② ニュース記事は常に更新され、プレスリリースや
サイライセンスの新機能などの最新情報が入手できます。

⑥ 当ユーザーガイドでは、
高い評価を得ている
nature.comのツールや
サービスの一部をご紹介します。

Lib
rar

ian
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ネイチャー・パブリッシング・グループ Librarian Newsletter

( 年 3 ～ 4 回発行予定 ) の配信をご希望される方は、以下の項目へ 

ご入力をお願い致します。

　当ニュースレターは年 3 ～ 4 回のご提供を予定しており、NPG

のプレスリリースの和訳版や、カスタマーサービスからのお知らせ、

また無料トライアルのご案内など、弊社サイトライセンス購読機関

のご担当者様はもとより、これからサイトライセンスでのご購読を

検討されている機関の図書館員の方にも有用な情報を収録しており

ます。 また、NPG Librarian Newsletter の定期配信の他にも、

サイトライセンス購読に関わる緊急なお知らせやご案内などを随時

お送りさせていただきます。 

過去のネイチャー・パブリッシング・グループ 

Librarian Newsletter の閲覧、 

PDF のダウンロードが可能です。

配信登録ページ（https://secure.natureasia.com/ja-jp/libraries/register）

Archive ページ（www.natureasia.com/ja-jp/libraries/library-relations/newsletter）

9

ネイチャー・パブリッシング・グループ
Librarian Newsletter
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NPG のサイトライセンスアクセスに関する詳しい情報は、

Librarian Gateway 日本語版（www.natureasia.com/japan/libraries）をご覧ください。

▶ サイトライセンス購読のサービス内容

▶ ご注文方法／ポリシー（NPG の解約後アクセス権制度の説明）

▶ ライセンスアグリーメントについて

▶ NPG 利用統計レポートのガイダンス

▶ 利用促進のためのプロモーション・ツール

▶ Librarian Newsletter（日本語版）のご提供

▶ 日本語版 NPG オンラインカタログの閲覧（www.natureasia.com/ja-jp/libraries/catalog）

その他、ご不明な点などございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

ネイチャー・パブリッシング・グループ
サイトライセンスビジネスユニット
カスタマーサービス

〒 162-0841

東京都新宿区市谷田町 2 － 37

千代田ビル

Tel: 03 3267 8769

Fax: 03 3267 8746

Email: institutions@natureasia.com

Contact
（お問い合わせ）

Co
nt
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