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Routledge  Handbooks  Online  (RHO)  : ラウトレッジ・ハンドブック オンライン版    

RHO は社会人文学の２３の分野をカバーする’ハンドブック’、’コンパニオン’、’ワールド’ 

シリーズのオンライン電子版です。600 以上タイトルの 1800 を超える章からタイトル・

章タイトル・本文検索が行えます。  

・コレクション単位での買い切り販売（メンテナンスフィー免除可） 

・全タイトル DRM フリー（ダウンロード・印刷・コピー＆ペースト機能に制限無し） 

・同時アクセス数：無制限 

・全チャプターHTML と PDF の両タイプをご用意 

・全タイトル査読済みの安心の品質 

・効率良く効果的な検索と研究のために、全チャプターに概要と豊富なメタデータ付き 

・直感型の探しているものが見つけやすい検索ツール 

・DOI(Digital Object Identifier, デジタルオブジェクト識別子)、Open URL、利用者統計対応 

・全タイトルの序章・第３章・インデックスを無料提供中 !フリートライアルもご用意しています 

ラウトレッジ・ハンドブック オンライン版  分野コレクション一覧 
 
・考古学・古典学   

Archaeology & Classics 
・アジア研究 

Asian Studies 
・ビジネス・経済学   

Business & Economics 
・コミュニケーション・ジャーナリズム・ 
メディア・文化研究 

Communication,  Journalism,   
Media & Culture 

・犯罪学    
Criminal Justice & Criminology 

・教育学    
Education 

・環境学・持続可能性(サステナビリティ) 
Environment & Sustainability 

・外国語  
Foreign Language 

・地理    
Geography 

・ヘルス・ソーシャルケア 
Health & Social Care 

・歴史学    
History 

 
 

・法学    
Law 

・言語学    
Linguistics 

・文学    
Literature 

・中東研究 
Middle East Studies 

・哲学 
Philosophy 

・政治学  
Politics 

・心理学  
Psychology 

・宗教学  
Religion 

・安全保障研究   
Security Studies 

・社会学  
Sociology 

・スポーツ・レジャーー  
Sport & Leisure 

・観光学・ホスピタリティ・イベント 
マネージメント 

Tourism,Hospitality&Events 
Management
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アクセス方法：RHO へはこちらの URLwww.routledgehandbooks.com からアクセスしてくだ

さい。パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからもご利用いただけます。 

登録方法（個人アカウント）：個人アカウントへ登録・サインインで更なる機能を 

通常、Athens や IP アドレスといった認証システムを用いてサインインしている場合は個別にアカウ

ント作成・ログインをする必要はありません。しかし、お気に入り登録や検索条件の保存等の個人機

能をお使いになる場合には、個人アカウントへの登録・サインインをしていただく必要があります。 

ページ右上部にある‘Register for personal access’をクリックし、氏名・メールアドレス・パスワ

ードを入力して登録を完了させてください。その後はページ右上部にある‘Sign in’からサインイン

が可能です。もしパスワードをお忘れになった場合は、ログイン画面の‘Forgot password?’

をクリックしてください。 
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検索方法：’キーワード検索’  と ‘分野から絞って検索’ 

キーワード検索を行う場合には、検索窓に直接キーワードを入力します。ご覧になる分野を絞るには

「Browse by Subject」下の各専門分野名をクリックします。分野を絞った後にキーワードやフィ

ルターによる詳細検索も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

検索したい          分

野名をクリック 

検索したい               

キーワードを入力 
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検索結果表示： 

検索窓にキーワードを入力、もしくは分野名をクリックすると、検索結果のページに移動します。キ

ーワード検索は、本のタイトル・章のタイトル・本文のいずれかにキーワードが含まれる場合に検索

結果が表示されます。例えば検索窓に「Japan」とタイプして検索すると、本のタイトル・章のタイ

トル・本文に「Japan」が含まれる本・章が検索結果として表示されます。 

分野名をクリックした場合、その分野のタイトルが一覧表示されます。分野名の横の括弧の中の数字

は、その分野のタイトル数です。 

検索結果は下記のようなページで表示されます。章のタイトルの下にはその章が収録されている本の

タイトルが表示されています。 

検索を行うと、自動的に章単位での結果が最初に表示されるように設定されています。Chapters の

横のタブ eBooks を選択すると、本単位での結果表示に切り替えることもできます。検索結果を表

示する順序を変更することもできます。（関連度、アルファベット順、著者名のアルファベット順、

新しい順、古い順） 

 

 

このタブを選択して

章単位と本単位表示

を切り替えます 
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詳細検索：フィルターは青のリボンで表示 

画面左の「Filter my results」の下には詳細検索の為のフィルターが並んでいます。各フィルターを

適用させるためには、ご希望のフィルターをクリックしてください。ある専門分野の結果だけを表示

させたい場合は、その分野名をクリックしてください。追加されたフィルターは検索窓の下にブルー

の帯として表示されます。専門分野だけでなく、出版日等の以下のフィルターも追加することができ

ます。 

 The ISBN of the Book filter ：本の ISBN（紙・電子版両方に対応） 

 The Subjects filter：専門分野 

 The Research interest filter：研究のタイプ（学術的/実践的） 

 The People filter：関連人物 

 The Organizations, Groups and Movements filter：機関・団体・運動 

 The Events filter：出来事・事件 

 The Time Period filter：年代 

 The Region filter：地域 

 The Book of Chapter Title filter：本・章のタイトル 

 The Author or Editor filter：著者・編者 

 The Publication dates filter：発刊日 

 

＊注２：2015 年 12 月末より、御所属の機関にアクセス権のあるタイトルのみを表示させるデフォ

ルト設定になっています。アクセス権の無いタイトルも表示させたい場合にはフィルター欄最上部の

「Full access only」のチェックを外します。 
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アクセス権のあるタイ

トルに検索結果を絞ら

ない場合はこのチェッ

クを外す 

専門分野を絞る場合は

ここから選択 

追加された検索フィルター

はこちらに表示されます 

著者名や出版日等の更な

る詳細検索はこちらから 
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各章の本文へのアクセス：HTML と PDF 

検索結果から、ご覧になりたい章のタイトルをクリックすると、章のページが表示されます。ページ

下部には章の本文が HTML 形式で表示されています。このテキストは DRM フリーであり、印刷・コ

ピー/ペースト機能が制限なくご利用いただけます。章の概要の上にある「Download Chapter」を

クリックすると該当章の pdf ファイルがダウンロードいただけます。（章のタイトルをクリックした

後、その本のタイトルをクリックすると、本の目次と各章のページへのリンクがご覧になれます。） 

本単位でご覧になりたい場合には、本のタイトルをクリックすると、目次形式で各章のダウンロード

リンクが表示されます。各章のタイトルをクリックしてオンラインで HTML 形式で読むことも、

「Download PDF」をクリックして pdf ファイルをダウンロードをすることも可能です。 

 

章の概要と本文はここ

から始まります 

目次の章のタイトルをク

リックすると各章のペー

ジへ。右横のリンクから

直接 pdf ダウンロードも

可能です。 

pdf ファイルのダウン

ロードはこちらから 
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＊本文オンライン HTML 形式表示の一例 

 

 

＊本文 pdf ファイルの一例 
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便利な機能：マイアカウント・お気に入り・検索履歴の保存 

登録・サインイン後、「My account」から「Personal details」から登録した個人情報の管理を行

えます。「Shortlist（お気に入り）」や「Saved Searches（保存した検索条件）」をクリックする

と、更なる便利な機能をお使いいただけます。 

 

 

お気に入りに登録： 

検索結果や章のページ等から「Add to Shortlist」をクリックすることで、お気に入りの章や本を

「Shortlist」に追加できます。 

 

 

  

お気に入りはこちら 

保存した検索条件はこちら 

お気に入り登録

はこちらから 

個人情報の修正こち

ら 
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検索条件の保存： 

個人アカウントにサインインした状態で検索を行った場合、検索条件の青リボンの右部分に「Save 

search」というボタンが表示されます。クリックすると、現在の検索条件に名前を付けて保存する

ことができます。もし同じ検索を今後何度も行う予定がある場合、検索条件を保存しておけば、毎回

複数のフィルターを適用させて検索する手間を省くことができます。 

 

 

検索履歴の表示： 

メインページか検索結果ページの「Search History」ボタンから、現在のセッションで行った検索

履歴とヒット数、及び、保存した検索条件の両方を表示することができます。 ページ右上部の「My 

account」の「Manage my saved search」からは、保存した検索条件の削除や同条件下での新着

情報のお知らせ機能を設定することができます。 

 

 

 

 

 

  

検索履歴表示は

こちらから 

現在の検索条件を保

存するにはこちらを

クリック 
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管理者画面： 

管理者画面にアクセスするには、http://subs.sams.tf.semcs.net  にアクセスし、弊社カスタマー

サービスよりお受け取りになった管理者 ID とパスワードを入力してください。アクセス権は通常ア

カウント設定の責任者にお渡ししています。 

 

以下の４つのセクションで管理者は以下のことが行えます。 

 

 Account: アカウント情報（住所、メールアドレス、認証資格情報）の管理・修正、機関の

購入したコンテンツの閲覧、OpenURL の利用設定が行えます。 

 Reports: 利用統計をダウンロードいただけます。 

 Access Tokens: プロモーション用のコードを受け取れます。 

 Information: 弊社のカスタマーサービスへのメッセージ送信、HELP セクションの FAQs に

アクセスできます。 

 

管理者画面に関してのお問い合わせは support@routledgehandbooks.com もしくは

Taylor&Francis Group 東京オフィス吉澤（03-5244-5943, yumi.yoshizawa@tandf.com.sg）まで。  
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FAQs / よくある質問 

RHO にはどのようなコンテンツが収録されていますか？ 

RHO プラットフォームには 300 以上の Routledge Handbook、Conpanion、Worlds 各シリーズの教育、心理

学、アジア研究、安全保障研究、ビジネス＆経済、言語学、哲学、社会学、スポーツ＆レジャー、犯罪学といっ

た様々な分野のタイトルが収録されています。 

RHO の価格は？ 

価格詳細は代理店もしくは Taylor&Francis Group 東京オフィス吉澤（03-5244-5943, 

yumi.yoshizawa@tandf.com.sg）までお問い合わせください。 

 

どのハンドブックがプラットフォームに掲載されていますか？ 

2015 年の RHO 専用プラットフォームでのサービス開始時には 18 分野 327 タイトルを掲載しており、2015

年末までに 23 分野 600 タイトル以上に拡大しました。今後も毎年コンテンツを定期的に追加していく予定で

す。 各分野の収録タイトルリストは、代理店もしくは Taylor&Francis Group 東京オフィス吉澤（03-5244-

5943, yumi.yoshizawa@tandf.com.sg）までお問い合わせください。 

 RHO のプラットフォームには Routledge の全てのハンドブックが掲載されているのですか？ 

現在電子化作業が続けられているところであり、継続的に新しいハンドブックが追加されています。 

 

検索条件フィルターを使用して、とある分野内に絞って検索した際に、検索結果で表示される本のタイトル数が

その分野のコレクションに収録されているタイトル数より多いことがあるのはどうしてですか？ 

指定分野外のコレクションに収録されているハンドブックにも検索したキーワード・分野に関連のある内容が記

載されていることがある為です。多くのハンドブックは多分野にまたがった内容が含まれている為、分野コレク

ションに収録していいないタイトルにも関連した内容が多々含まれています。 

 

今見ているタイトルにはアブストラクト（概要）やキーワードが無いのですが？ 

ほとんどのタイトルにはアブストラクトとキーワードが併記されていますが、まだ追加されていないタイトルが

あります。定期的に追記作業を行っております。 

 

どのような認証方法がありますか？ 

IP アドレス、プロキシサーバー、Shibboleth での認証を提供しております。 

 

MARC レコードはどうしたら貰えますか？ 

図書館の管理者様にはアクセス確立時に MARC レコードを提供しております。代理店もしくは Taylor&Francis 

Group 東京オフィス吉澤（03-5244-5943, yumi.yoshizawa@tandf.com.sg）までお申し付けください。管

理者のためのリソースページ https://www.routledgehandbooks.com/librarian-resources からも MARC レ

コードをダウンロードいただけます。 

 

フリートライアルを開始する為の条件を教えてください。 

フリートライアルは学校・機関・法人のお客様に提供しております。御所属の機関の図書館の担当者経由で、フ

リートライアル申請フォーム(https://www.routledgehandbooks.com/free-trial)をお送りください。 

 

コンテンツのコピーや転載の許可を申請するにはどうしたらいいですか？ 

Taylor & Francis Group より発刊されている全ての出版物はアメリカ合衆国及び国際的な著作権法及び知的財

産権保護法により守られています。これらの法を遵守した範囲でのご使用をお願いしております。転載・コピー

する場合には事前の文書による承諾が必要であり、二次利用や翻訳なされる際には使用料等の費用が発生する可

能性がございます。 

詳細・お問い合わせは、こちらのサイトをご覧ください。http://www.routledge.com/info/permissions/ 

https://www.routledgehandbooks.com/librarian-resources
http://www.routledge.com/info/permissions/

