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学術情報管理ソリューション 
RIGHTFIND™ ENTERPRISE 
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ジーサーチが提供する 
コンテンツソリューション 



学術文献情報の入手・取扱い・管理における課題 

2 

文献購入・管理がバラバラなため、 
重複購入や複写担当者への作業負担増 

無意識な著作権侵害リスクの可能性 
（著作権未処理で複製・PDF化等） 

契約ジャーナルコストの為替による高騰と契約の見直し 

文献購入に関わる請求処理・社内振り分けよる作業負担 
（請求書・クレジットカード購入等） 

非効率な作業と 
不要なコスト発生 

企業ブランドと 
訴訟のリスク 

正確な利用状況が 
把握できてない 

利用者・管理者 
共に作業が煩雑 

RightFind Enterpriseで文献に関わる課題を解決します 

原文献をすぐ読みたいが、紙での入手は時間が必要。 
紙の管理だと、探すのに時間がかかる。 

文献紛失のリスク 
と時間のロス 
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RightFind Enterprise の特長 

機  能 RightFind 
Enterprise 

RightFind 
Now 

文献PDFファイルのドキュメントデリバリー ○ ○ 

社内契約ジャーナルの有効利用 ○ × 

著作権コンプライアンス遵守の強力支援 ○ × 

デジタルライブラリ（社内過去注文の再利用）   ○※ × 

シェアライブラリ（文献PDF＆文献評価情報共有）   ○※ × 

管理機能・利用環境カスタマイズ ○ × 

新着文献のアラート ○ × 

社内管理業務を軽減し、利用者自身による文献入手・ 
社内資産（契約雑誌）の活用・著作権の適正利用を実現 

※『デジタル著作権包括契約（JAC DCL）』が必要 
年会費無料 年間ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ料 有料 
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安  心 ⇒ 社内の著作権コンプライアンス遵守を支援 

有  益 ⇒ 社内の契約ジャーナル・過去注文の活用※2 

共  有 ⇒ 社内の研究コラボレーションを加速※2 

RightFind 
Enterprise 

文献に関わる課題解決とイノベーション活動を強力支援 

RightFind Enterprise（上位機能版）  

※1：「デジタル著作権包括契約」を保有していれば、CCC管理著作物に対するDRMは解除されます。 
※2：「デジタル著作権包括契約」が必要です。 

迅  速 ⇒ 最短5分！ 読みたい時にすぐ読める 

便  利 ⇒ 取り扱いが便利なPDFファイルで納品※1 

簡  単 ⇒ 日本語のシンプルな画面で簡単操作 

RightFind 
Now 

今すぐ海外学術『原文献』をPDFで入手！ 
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社内契約ジャーナルの有効利用：リンクリゾルバ機能 
契約電子ジャーナル情報を含めて、利用目的と著作権情報から適切な子
入手方法を提示。RightFindのライブラリから契約ジャーナルをまとめ
て閲覧可能。 

書誌一覧画面 

『保有文献』 ⇒ 社内契約ジャーナル 

契約ジャーナルの場合、文献入手に費用はかかりません 
「今すぐ表示」をクリックして、直ぐに無料で文献を入手で
きます 

注文確認画面 

社内資産の活用促進 
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著作権コンプライアンス遵守の強力支援 
『文献の用途メニュー』をカスタマイズし、その用途に応じて適切に著作
権処理を実行させることが可能です。 

契約ジャーナルの場合、 
社内利用は『無料』 

契約ジャーナルであっても 
社外提供は 
『有料（要著作権処理）』 

利用目的と著作権保有情報から 
社内の適正な著作権処理を強力支援 

注文確認画面 －文献の用途メニューカスタマイズ例－ 
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１．JAC Digital Copyright License（JAC DCL） 
     ・著作権等管理事業者：一般社団法人 学術著作権協会（JAC） 
     ・契約窓口：RightsDirect Japan株式会社（CCC子会社） 

２．社内における文献（CCC管理著作物※1およびJAC管理著作物※2）の複製・再利
用（E-mail・ハードコピー・イントラネット共有など）が可能（社外への提供
は基本的に不可） 

３．グローバル契約であるため、グローバル拠点を含む全社内での共有利用が可能 

４．契約料は、業種・従業員数により決定 

社内における文献の共有・管理に関わる多くの課題を解決 

※１：CCC管理著作物 
         ⇒ 世界220万件以上のタイトル、6億以上に上る権利をカバー 
             （分野によりカバー率異なる。例：医薬分野は 95％以上をカバー） 
※２：JAC管理著作物：近々、追加予定。 
※３：詳細は、RightsDirect Japan株式会社へお問い合わせください。 

参考：デジタル著作権包括契約 
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「デジタル著作権包括契約＋RightFind Enterprise」のメリット 

 メリット１： デジタルライブラリ（社内過去注文の再利用） 

一度注文した文献はRightFind内の「機関専用デジタルライブラリ」に蓄積していき、2回
目以降の注文からは、社内（契約対象範囲）の誰が注文しても無料で入手できるようにな
ります（※CCC管理著作物が対象）。 

 メリット２： DRM解除によるPDFファイル利用支援 

一部の出版社が実施しているDRM処理（Digital Rights Management；PDFファイルの閲
覧・印刷制限）が、CCC管理著作物に対して解除されるようになり、多くの文献において
PDFファイルのままでの保存と利用が可能となります。 

 メリット３： CCC管理著作物の自動識別 

注文文献が『CCC管理著作物』か否かを自動で識別し、文献の用途に応じて適切に著作権
処理を実行します。 

★RightFind Enterprise の契約範囲が大きいほど、そのスケールメリットが活かせるようになります。 
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シェアライブラリ 
RightFindのセキュアなクラウド上に文献書庫「シェアライブラリ」を構築し、 
入手した「文献PDF」と「文献評価情報」を社内メンバーと共有できます。 

購入文献のPDFファイル以外に、自分が所有するPDF
ファイル、Microsoftオフィス・画像・動画・音声など
の様々なファイルをアップロードして保存できます。 

各文献PDFにタグ（ユーザ定義の
キーワード）を付与し、タグごと
に分割表示することも可能です。 

文献ごとに共有する人数分の著作権を購入して利用することは可能ですが、 
『デジタル著作権包括契約』を保有していれば利便性は大きく向上します 

ライブラリー 
の切り替え 

グリーンのアイコンは
自社保有コンテンツ 

オレンジのアイコンは
未購入の文献 
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文献PDF中に注釈･マーキング等を挿入できる他、コメント･レビュー･
レーティング情報を付与し、社内メンバーと共有できます。 

シェアライブラリ 

レーティング 

レビュー 

マーキング 

シンボルの挿入 

コメント・ディスカッション 

グローバルに展開する拠点の研究開発コラボレーションを加速！ 

PDFファイル上に様々な注釈
やテキストを挿入できます。 
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新着文献のアラート 
新着文献をEmailでお知らせする機能です。アラートメールから簡単に文献
が注文可能です。 
・ジャーナル目次アラート 
・キーワード検索アラート 
・契約ジャーナルの新着文献を対象にしたアラート 

ジャーナル目次のアラート例 キーワード検索アラート例 

RightFindは、提携出版社やPubMed 
等から文献書誌情報を定期的に入手
しています。 

メールの頻度は、毎日・毎週・隔週・毎月で設定可能 

RightFind 注文確認画面へのリンク 

新着文献をタイムリーに入手！ 
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利用環境のカスタマイズと管理機能 

 お客様専用の新規アカウント登録画面の用意 
     ⇒ 利用者自身によるオンラインサインアップ 
 
 認証方法 
     ⇒ ID/PW、IPアドレス認証、SAML認証、SSOソフトウェアなど設定可能 
 
 お客様専用のポータルトップページの作成・カスタマイズ 
 
 管理者承認機能 
     ⇒ 注文1件あたりの上限金額を設定し、その金額を超える注文の場合は、 
         管理者の承認を必要とさせる機能 
 
 費用負担部門のカスタマイズ 
     ⇒ お客様の部門情報を注文メニューに登録。注文時に選択した部門宛てに請求書を送付 
 
 利用統計 
     ⇒ 利用レポートを作成し、利用の統計や分析が可能 

会社・組織内に最適な利用環境をご提供 
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学術情報管理ソリューション RightFind 

学術文献PDFのドキュメントデリバリー RightFind Now 

シェアライブラリ（文献PDF＆文献評価情報の共有） 

デジタルライブラリ機能（社内過去注文の再利用） 

DRM(閲覧・印刷制限)解除によるPDFファイル利用支援 RightFind Enterprise 
               ＆ 
デジタル著作権包括契約 
（JAC DCL） 

＋ 

社内契約ジャーナルの有効利用 

著作権コンプライアンス遵守の強力支援 

利用環境のカスタマイズと管理機能 
RightFind Enterprise 

＋ 

新着文献のアラート 
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RightFind™  Enterprise 導入のメリット 

① 文献PDF活用による利便性の向上 
 文献納品の高速化 
 JAC DCL（著作権包括契約）による機関内での文献共有と再利用をサポート 

 

② 利用者自身の文献利用による業務効率化 
 図書・複写管理業務の削減 
 社内資産（購読契約ジャーナル・共有可能な文献）の集中管理と活用 

 

③ 詳細な利用分析による雑誌契約の適正化とコスト削減 
 契約ジャーナルの利用頻度を詳細分析し、利用状況に見合う購読雑誌を選択 
 JAC DCL（著作権包括契約）や購入履歴から、重複発注・購入を防止 

 

④ 著作権侵害リスクの回避 
 利用目的別の正しい著作権利用をRightFind Enterpriseが提示 
 JAC DCL （著作権包括契約）との組合わせで、機関内の共有・再利用をカバー 
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利用者自身による適切な利用かつ効率的な文献活用を実現 
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RightFind™  Enterprise 導入による課題の解決 

15 

文献購入・管理がバラバラなため、 
重複購入や複写担当者への作業負担増 

無意識な著作権侵害リスクの可能性 
（著作権未処理で複製・PDF化等） 

契約ジャーナルコストの為替による高騰と契約の見直し 

文献購入に関わる請求処理・社内振り分けよる作業負担 
（請求書・クレジットカード購入等） 

文献に関わるさまざまな課題解決をサポート 

原文献をすぐ読みたいが、紙での入手は時間が必要。 
紙の保管のため、探すのに時間がかかる。 

文献PDF納品での時間削減 
PC内管理で検索も簡単 

文献購入から保管まで 
一元管理 

RightFindの著作権管理＋ 
JAC DCLで社内共有が可能 

利用状況分析結果から 
    費用対効果の比較が可能 

ご希望の単位（部署等）で 
ご請求 
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サービスに関するお問い合わせ 

☞ RightsDirect Japan 株式会社 
    Tel：    03-6202-7236     
    Email： info@rightsdirect.jp 

  RightFind Now・Enterprise に関するお問い合わせ 

☞ 株式会社ジー・サーチ  データベース営業部 
    Tel：    03-3452-1242 
    Email： gsh-infotrieve@cs.jp.fujitsu.com 

『デジタル著作権包括契約（JAC DCL）』 に関するお問い合わせ 
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  コンテンツソリューションに関するお問い合わせ 

☞ 株式会社ジー・サーチ  データベース営業部 
    Tel：    03-3452-1242 
    Email： gsh-jd-help@cs.jp.fujitsu.com 
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学術情報管理ソリューション 
RIGHTFIND™ ENTERPRISE 
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ジーサーチが提供する 
コンテンツソリューション 

✔ 



社内外ポータルサイトにおけるコンテンツ活用の課題 

18 

  サイト会員向けに自社製品関連の学術文献を 
著作権処理済PDFで提供したい 

サイトアクセス数向上のため 
業界ニュース・動画等を提供したい 

         文献データベース・自社蓄積文献を 
社内開放しているが、 

ID・入口が異なる広く利用されない 

            検索結果から原文献までシームレスに利用でき、 
社内資産（購読雑誌）も活用させたい 

外部利用による 
著作権処理済PDF 

Webサイトで利用 
可能なコンテンツ 

まとめて同時に 
検索できる仕組み 

検索結果から原文献 
までのリンク付与 

コンテンツベンダーかつシステム開発ができるジー・サーチが 
最適な仕組みを提供します 

外部向け 
サイト 

外部向け 
サイト 

自社内 
サイト 

自社内 
サイト 
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¶ 文献情報一括検索 
   ・・・・ 
   ・・・・ 
¶ 化合物検索 
   ・・・・ 
   ・・・・ 
¶   

 
 

科学技術文献データベース：JDreamⅢ 
 

文献PDF提供サービス 
海外文献PDF: RightFind™ 
国内医学文献PDF ：メディカルオンライン 

 

国内新聞・専門紙・企業情報提供サービス 
  ELNET*:その日の朝刊記事を朝8時にお届け 
     *基本的には社内サイト利用です 
  G-Searchデータベース 
 

海外文献・海外ニュース 他 
NewsEdge 
 海外医療ニュース：HealthDay News 
 海外医療ニュース：Thomson Reuter  Medical News 

 
 
 
 
 

ジーサーチが提供するコンテンツソリューション 
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企業の会員制Webサイト 

社内文献情報ポータルサイト 

ジー・サーチ取扱いコンテンツ 

ジ
ー
サ
ー
チ
の
シ
ス
テ
ム
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン 

お客様のニーズに合わせた形態・契約プランでご提供します 



国内最大級の文献PDFコレクション 
著作権処理済の国内文献・海外文献PDFを会員制サイトのコンテンツで 
   提供可能 
国内文献：Medical*Online、海外文献：RightFind™ 

 
 

文献PDF提供の効果 
会員数およびアクセス数の増加 
新規クライアントの獲得 
文献取得をキーとした営業効果 
会員サイトの利用分析データに 
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        会員制Webサイト利用例：文献PDF外部提供サービス 

× □ ＿ 

・文献タイトル1 
 
・文献タイトル2 
 

会員制サイト 

自社製品関連文献PDFのサイト内提供により、会員制サイトの活用度が向上 

外部向け 
サイト 



提供イメージ 
 API（Application Programmable  Interface）を利用して 
   会員制サイトと連携 
 
 
 
 

主な費用と契約 
•初期設定費用（連携）＋運用費用 
•国内文献サービス（メディカルオンライン）：外部パッケージプラン（契約
論文数による） 

•海外文献サービス（RightFind™）：従量制 他別途個別御見積 
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        会員制Webサイト利用例：文献PDF外部提供サービス 

Download Downloadへ進む 

PDFダウンロード 
リンクを送信 

emailで送信 

海外文献 
（RightFind） 

国内文献 
メディカルオンライン 

× □ ＿ 

・文献タイトル1 
 
・文献タイトル2 
 

御社会員制サイト 

情報提供の効率化と会員利用履歴からのマーケティング活用を実現 

外部向け 
サイト 



文献発注 

       自社内情報検索ポータルサイト利用例 
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情報一括検索システム イメージ 

国内文献 
JDreamⅢ 

自社製品 
情報 

外国文献 
(RightFind) 

文献情報システム 
糖尿病 

自社保有 
文献情報 

19件 20件 

10件 15件 

検索 

日英同時一括検索 
（API接続） 

Diabetesで検索 

自動変換 

糖尿病で検索 

糖尿病で検索実行 

文献発注フロー 
(提供先入力) 

文献発注 

 アクセスログ収集 
 文献発注先管理分析 
 社内ネットワーク接続 
 利用画面の集約 
 iPad/PC対応 

日英同時一括検索機能 
 当社コンテンツ・サービスをAPI※で   

ご提供する機能 
    ※API･･･Application Programmable Interface 

 

 社内情報を含む、日本語・英語の複数の
情報源を一括で検索（キーワード機械翻
訳機能） 

 
日英同時一括検索対応 当社コンテンツ 
  現在下記情報源に対応。ご要望に合わせてPubMedな
どAPI対応情報源の追加も可能 

 RightFind™ ：海外科学技術文献データベース        
                       （文献発注・購読雑誌登録等可） 
 JDreamⅢ   ：日本語科学技術文献データベース 
 G-Search：新聞・企業情報等 
※提供形態・情報源により別途費用が発生します 

情報一括検索機能の部品提供から、お客様のシステム構築まで対応可能 

社内向け 
サイト 
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サービスに関するお問い合わせ 

☞ RightsDirect Japan 株式会社 
    Tel：    03-6202-7236     
    Email： info@rightsdirect.jp 

  RightFind Enterprise に関するお問い合わせ 

☞ 株式会社ジー・サーチ  データベース営業部 
    Tel：    03-3452-1242 
    Email： gsh-infotrieve@cs.jp.fujitsu.com 

『デジタル著作権包括契約（JAC DCL）』 に関するお問い合わせ 
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  コンテンツソリューションに関するお問い合わせ 

☞ 株式会社ジー・サーチ  データベース営業部 
    Tel：    03-3452-1242 
    Email： gsh-jd-help@cs.jp.fujitsu.com 
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