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ワークフローツール Knovel（ノベル）は、約 120 の出版社・団体が発行する書籍・ハンドブック・レファレンスワー

クス・データベースを収録しており、その本文まで横断的に検索することができます。2017 年 11 月現在、研究分野

とプレミアムコンテンツあわせて 40 以上をカバーしており、テキストでの検索のほか、物性値の検索にも対応してい

ます。（ご利用いただけるコンテンツは、お客様のご契約内容によって異なります。） 

 

SEARCH KNOVEL： キーワード検索 

 
 

 

 

クイックレファレンスガイド 
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2017 年 12 月

I. キーワードでの検索   SEARCH KNOVEL （P.1） 

II. 物性値の検索   PROPERTY SEARCH（P.5） 

III. タイトルからの本文閲覧  Browse （P.6） 

IV. 方程式、単位変換ツールの利用  Tools（P.6） 

V. 検索履歴の保存、共有  My Knovel （P.8） 

① キーワードの入力 

検索したい事項に関するキーワードを、画面中央の検索ボックス

に入力します。複数の単語をスペースで区切って入力すると AND

検索になります。キーワードの入力ルールは２ページ「キーワード

入力ルール」を参照してください。 

 

 

 

② 検索予測 

入力した単語をもとに Knovel が「検索語（KEYWORD）」を予

測し、「検索結果の一部（PREVIEW）」を表示します。表示された

KEYWORD から適切なものを選択、あるいはご自身で入力を続け

ることも可能です。ご自身で入力する場合は をクリックするこ

とで検索が行われます。 

 

 

③ 検索結果一覧 

画 面 結 果 は ”ALL”, ”Title/Text”, ”Material 

Property”, ”Definition”に分類されて表示されます。表示順は

検索語句との関連性の高い順です。 

画面左にはフィルター機能があり、”Engineering Concept”に

基づいた絞り込みが可能です。 
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表示例）Content 

 

※検索結果に戻るには Knovel マークの下にある以下の表記のうち、 

の箇所をクリックする 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ コンテンツの表示 – テキストコンテンツ 

情報が掲載されている箇所（コンテンツタイトル、セクション、表

番号など）の情報、出典元の書籍・ハンドブックセクション名、ヒ

ットした箇所が表示されます。 

情報が掲載されている箇所をクリックすることで、コンテンツの

詳細を表示させることができます。表示される内容はコンテンツ

タイプにより異なります。 

Title: 書籍やハンドブックの詳細画面（書誌情報、目次など） 

Text Section: 本文 

Definitions: 辞書や百科事典の該当ページ 

⑤ 各種アイコンや表示機能の利用 

画面上部ある各種アイコンやボタンで以下の操作が可能です。 

Content：表示しているコンテンツの出典情報を表示 

Save ： 表 示 し て い る コ ン テ ン ツ の MyKnovel へ の 保 存

（MyKnovel のご利用にはログインが必要です） 

Share：コンテンツの URL をメールで共有するための機能 

Save for Mobil：MyKnovel ToGo への保存 

Download ：セクション単位で PDF をダウンロード 

Print：プリント 

Citations：各種文書管理ツールへのエクスポート（PDF のエクス

ポートは不可） 

：ズームイン/ズームアウト 

Add Note：PDF へ注釈を追加 

View Notes：追加した注釈を表示 

：検索語句が含まれる前後のページへジャンプ 

：1 ページごとにスクロール 

 

キーワード入力ルール 
1. AND, OR, NOT 検索 

・ キーワードの間に AND、OR、NOT を入力することで、AND

検索、OR 検索、NOT 検索が可能です 

・ +/-の利用も可能です 

・ キーワードの数の制限はありません 

 

2. 複数のキーワードを入力した場合の検索 

・ 複数のキーワードをスペースで区切って入力した場合は、以下の

3 つの検索が実行されます 

 ひとまとまりの節として検索 

 近傍検索（同一ページ内の 10 語以内にキーワードが存

在） 

 AND 検索 

3. 引用符の利用 

・ 複数のキーワードを引用符（””）で囲った場合は、ひとまとま

りの節として検索されます。ただしインタラクティブテーブルに

含まれる項目は対象外となります。 

 

4. ワイルドカード、その他 

・ ワイルドカードとしてアスタリスク（*）の利用が可能です 

・ the, if, any, at are, also などの言葉は検索語として認識されま

せん。 

・ 語句のほか、CAS 番号での検索も可能です。 

 

5. 書籍タイトルや著者名での検索 

・ 本文ではなくタイトルや著者名を対象にした検索も可能です。 

 Title: chemical （タイトルに chemical が含まれる書籍

を検索） 

 Author: Morrison （著者名に Morrison が含まれる書

籍を検索） 
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※画面左上にある”How to Use”もご参照ください。 

 
 
 

⑥ コンテンツの表示 – Material Property 

③の検索結果一覧から”Material Property”を選択します。

Material Property は Knovel の Interactive Contents を対象

に検索しています。 

情報が掲載されている図表の情報、出典元の書籍・ハンドブックセ

クション名、図表の概要が太字で表示されます。情報が掲載されて

いる箇所をクリックすることで、コンテンツの詳細を表示させる

ことができます。 

⑦ テーブルの表示 

画面上でのソートや列の入れ替え、絞り込みなどの編集が可能で

す（項目の編集はできません）。編集したテーブルは Export ボタ

ンを使って pdf, excel, CSV フォーマットでエクスポートできま

す。 

⑧ グラフの表示 

グラフの表示方法は 2 つあります。 

o ⑥で view text をクリックし、グラフが掲載されているペ

ージを開きます。グラフの横にある をクリッ

クすると別タブでグラフが立ち上がります。 

o ⑥で graph degitizer をクリックし、グラフをダイレ

クトに立ち上げます。 

※閲覧中の PDF で というマークがついているものも

インタラクティブコンテンツです。マークをクリックすると、イン

タラクティブコンテンツを開くことができます。 

⑨ グラフの項目 

画面左側にある項目を使って、グラフの情報を利用できます（表示

される項目はグラフによって異なります）。 

o X Axis, Y Axis：軸の単位変換（単位変換が可能かどうか

はグラフによって異なります） 

o Significant Digits：有効桁数を変更 

o 、 ：グラフ上でプロットした箇所での X 値、Y

値をテーブルで表示 

o Curve Label：各曲線のラベルづけ 

o Zoom：グラフ領域の拡大・縮小表示 

⑩ グラフ上でのプロットによる自動計算 

グラフ上でクリックすることで、そのポイントでの X/Y 値を表示

させることができます。削除するにはプロット上で再度クリック

するか、表の上で delete キーをクリックします。 

自動計算させた X/Y 値は、エクスポートボタンを使って Excel や

PDF フォーマットでエクスポートが可能です。 
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Property Search：物質に関する情報の検索 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Property Search は、Knovel に収録されているインタラクティ

ブコンテンツを検索対象としています。 

① Property Search 画面への切り替え 

画面左にあるメニューから をクリックし画面を切り替えます。

Property Search には以下の 2 つのメニューがあります。 

o Material Property Search：物質名と物性値の掛け合わ

せ検索を行う機能を装備 

o Knovel Data Analytics：アメリカ国立標準技術研究所の

化学物質とその特性に関するデータベースを活用した分

析ツール 

 

 

② Material Property Search 

画面上部にある”MATERIAL OR SUBTANCE NAME”欄に物

質名・化合物名・CAS 番号などを入力します。次に画面右側の検

索ボックスに検索したい物性値の項目を入力すると関連する項目

が下に表示されるので、利用したいものを画面中央にドラッグし

ます。該当するデータがある場合、ヒット件数が表示されます。 

（物質あるいは物性値の一方だけを指定した検索も可能です。） 

物性値の数値や単位の指定にも対応しています。 

ヒット件数をクリックすると検索結果一覧が表示されます。検索

結果の閲覧については２ページ④テーブルの表示や⑤グラフの表

示をご参照ください。 
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③ Knovel Data Analytics 

以下の 3 つのいずれかの方法で化合物を検索し、比較・分析を行

うことができます。。 

o Search name, class, property and more 

o Filter by Material Class 

o Filter by Properties 

 

化合物名をクリックすると、詳細情報が表示されます。複数の化合

物についての情報を比較する場合は、”compare”にチェックを

いれ、画面上部にある Compare をクリックします。 

“Single-valued properties” あ る い は ”Multi-valued 

properties”から比較したい物性を指定すると、比較画面が現れ

ます。 
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Browse (Knovel の収録コンテンツリストの閲覧) 

 

 
 

 
 
Tools（インタラクティブ方程式、単位変換ツールなど） 

 

 

 
 
 
 

 

① Browse 画面への切り替え 

画面左のメニューから Browse を選択しクリックすると、研究分

野（SUBJECT AREAS）とプレミアムコンテンツ(PREMIUM 

CONTENTS)の一覧が表示されます。All Content が選択されて

いるときには Knovel 全体のコンテンツを表示します。”My 

Subscription”が選択されている場合には、ご所属機関で購読さ

れているコンテンツが表示されます。 

② コンテンツの表示 

研究分野またはプレミアムコンテンツ名をクリックします。各研

究分野のコンテンツは Reference と Equation に分かれていま

す。 

③ 表示順の切り替え 

デフォルトではアルファベット順に表示されていますが、Knovel

に追加された時期（新→旧）によって並べ替えることができます。

④ 本文の閲覧 

閲覧したいコンテンツタイトルをクリックすると、詳細情報（書誌

情報、目次、出版社など）を確認できます。目次にあるファイルア

イコンをクリックすると、本文を閲覧することができます。 

※閲覧できるコンテンツは、ご契約内容によって異なります。 

 

 

 

Knovel には約 2000 のインタラクティブ方程式が収録されてい

ます（2017 年 12 月現在）。 

また単位変換ツール Unit Converter には数百の単位が登録され

ています。 

いずれの機能も、画面左側のメニューから利用できます。 
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① 方程式の選択 

画面左のメニューから”Equations”を選択し、 初に表示され

る画面で”Go to Equations Home”をクリックします。

Chemistry, Electronics, Mechanics などの分類から目的のもの

を選択し、表示されたリストから方程式を選ぶと、その方程式に関

する詳細情報が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ワークシートの表示 

画面右上の”Open Worksheet”をクリックし、ワークシートを

表示させます。ワークシートでは方程式を使った自動計算、編集、

保存などが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ Unit Converter への数値、単位の入力 

Input 欄のボックスに数値を入力し、単位を指定します。単位

は”Input Unit”へ自分で入力するか、”Select Input Unit”か

ら選んで指定します。 

Output 欄の単位を指定し、Convert をクリックすると計算が行

われます。 
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My Knovel の利用 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

お問い合わせ先 

エルゼビア・ジャパン株式会社 

 

E-mail: jp.engineering@elsevier.com 

Knovel 製品情報 

英語ページ: http://www.elsevier.com/knovel 

日本語ページ: http://www.elsevier.com/jp/knovel 

 

My Knovel（ログインが必要です） 

MyKnovel では 近の検索履歴、閲覧したコンテンツや保存した

コンテンツなどの情報を確認できます。ユーザーの登録情報の変

更も可能です。 

ログインのためには Knovel 上で regitration（登録）をおこなっ

てください。 

 

 

 

① コンテンツの表示 

初に表示される画面では直近の履歴が表示されます。 

“Go to My Knovel”をクリックすると My Knovel ページへ移

動します。My Knovel ページでは以下の項目が利用できます。 

o My Activities：検索や閲覧履歴を表示 

o My Saved Items：フォルダを作成して整理したり、ア

イテムをシェアしたりすることが可能 

o My Profile：ユーザー名、メールアドレスなどの変更が

可能 

 

 

 

 


