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エルゼビアの主な電子製品

無料の文献管理ツール＆研究者ネットワーク世界 大級の抄録・引用文献データベース

世界5,000社以上の出版社の22,500誌以上
のジャーナル、140,000タイトル以上のブック

エルゼビアのフルテキストデータベース

約2,500誌の電子ジャーナル
35,000タイトル以上の電子ブック
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本日の内容

• Scopusとは？

• 新情報を調べる

• 検索のヒント

• 重要論文を調べる

• 著者で検索する

• ジャーナル評価を確認する

• 他の便利な機能を使いこなす

研究テーマの 新情報、
トレンドを知りたい

効率的な検索方法を
知りたい

被引用数が多い重要な
論文を見つけたい

文献のエクスポート、
E-mailアラート、リスト

特定の研究者の発表論文
を知りたい

自分の分野のジャーナルの
ランクを知りたい
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Scopusとは？

Scopus is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature: 
scientific journals, books and conference proceedings. Delivering a 
comprehensive overview of the world's research output in the fields of science, 
technology, medicine, social sciences, and arts and humanities, Scopus features 
smart tools to track, analyze and visualize research.

• 世界 大級の抄録・引用文献データベース

• 研究成果を追跡、分析、視覚化するための洗練されたツール

• 高精度の著者・所属機関プロファイル

世界の大学ランキング作成機関による採用

Australian Research Council

世界の高等教育評価システムによる採用

世界のファンディング機関による採用

日本の科学技術政策機関による採用
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Scopusとは？

① 査読誌と非査読誌

非査読誌

Webにある情報、
すべて信じられますか？

活字になっていれば、
全部信じてよいでしょうか？

査読されている雑誌の約10倍の非査読誌が存在するといわれています
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• 論文タイトル（Title）

• 書誌情報（ジャーナルタイトル、著者名、
所属機関、出版年、巻号ページ）

• 抄録（Abstract）

• キーワード（Keywords）

• 本文

• 序文（Introduction）

• 方法（Methods）

• 結果（Results）

• 考察（Discussions）

• 参考文献（References）

Scopusとは？

② 学術論文の一般的な構造
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Scopusとは？

③ 抄録・引用文献データベース

ジャーナル
タイトル

電子ジャーナル
リスト、OPAC

抄録DB 抄録・引用文献DB フルテキストDB

雑誌が存在する
か知る

論文が何について
書いているか知る

論文が何(誰)を
引用しているか、
何(誰)に引用さ
れているか知る

論文本文を読む、
本文を検索する

項目

対応DB/
システム

使用目的

本文

参考文献

抄録

キーワード

論文タイトル

書誌情報

具体例

被引用数に
基づいた、
論文の重み
づけ、並べ
替えが可能

世界の5,000社
以上の出版社

出版社ごとの
データベース

論文タイトル

書誌情報

抄録

キーワード

論文タイトル

書誌情報

抄録

キーワード

参考文献参考文献
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幅広い収録タイトルと高い品質の両立

• ジャーナルタイトルは、独立したコンテンツ選定・諮問委員会（Content Selection & 
Advisory Board / CSAB）によって選定されます

• CSABの委員は各分野の専門家であり、多くはジャーナルのエディターの経験者です
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• 出版社5,000、逐次刊行物22,500タイトル、会議録97,000イベント、書籍146,000タイトル

• 6,700万レコード

• グローバルなコンテンツ収集方針

- 世界のあらゆる地域の105か国のタイトル

- 40の本文言語

- 日本国内のタイトルは400以上

ジャーナル

査読誌 21,951
業界誌 280

- オープンアクセス誌 3,643
- Articles in Press対応 8,078
- MEDLINEを100%網羅

- 抄録 1800年代～
- 参考文献 1970年～

化学・物理・
工学

7,441

ヘルスサイ
エンス

7,133
ライフサイエ
ンス

4,601
社会科学・
人文科学

8,698

イベント数 97,000
論文数 780万

工学とコンピュータ科学を中心に
収録

ブックシリーズ 562
- ボリューム数 34,000

単行本・百科事典 146,000
- チャプター数 110万

全分野を収録、
社会科学と人文科学に焦点

書籍会議録

Scopus収録コンテンツ情報 https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content 2017.5

Scopusとは？

④ 世界 大規模の収録範囲 全分野・各種資料タイプを網羅
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Source: May 2016 title list at https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

世界 大規模の収録コンテンツ ジャーナル出版社別の割合
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新情報を調べる

① 検索の開始

検索画面選択

検索対象項目

検索履歴
組み合わせ検索

検索語を入力

英語、中国語（簡体字・繁体字）、ロシア語インターフェース
に切り替え
※ ログイン後に切り替えると、設定を記憶
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新情報を調べる

② 検索結果（アラート、並べ替え）

検索語を追加

初期状態では出版日（新しい順）

検索式の保存 (要ログイン)

検索アラート / RSS
検索条件に合致する新規論文をE-mailで通知 (要ログイン)
またはRSSリーダーに配信
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新情報を調べる

③ 検索結果（内訳表示、絞り込み、分析）

検索結果の分析（グラフ化）

内訳表示・絞り込み
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新情報を調べる

④ 検索結果（抄録表示、フルテキストリンク）

抄録＋参考文献ページへ

抄録を検索結果内に
表示

カスタマイズリンク
（大学で設定）

出版社サイトの
フルテキストへ
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新情報を調べる

⑤ 抄録＋参考文献ページ

参考文献

論文タイトル
書誌情報
抄録
キーワード

カスタマイズリンク
（大学で設定）

出版社サイトの
フルテキスト
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検索のヒント（1）

適切なキーワードを
選ぶ

研究トピックに関連する
具体的な用語を選ぶ

一般的すぎる用語は避け
る

演算子を活用する

複数のキーワードの関連
性を指定することによって、
検索を絞り込んだり、拡張
したりする

データベースの絞り込
み機能を活用する

出版年、分野、文献タイプ
などキーワード以外の観
点での絞り込みも考える

漏れのない検索を
心がける

著者キーワードや索引
キーワードから関連する
用語を探す
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検索のヒント（2）

基本ルール
• 大文字・小文字は区別しません。

• 単数形を入力すると、複数形や所有格も検索します（例外あり）。
cityとcitiesとcity’s、womanとwomen、criterionとcriteria

• 米国綴りと英国綴りは、いずれかを入力すると両方検索します（例外あり）。

behaviorとbehaviour、stabilizationとstabilisation
• ギリシャ文字も、αかalpha、βかbeta いずれかを入力すると両方を検索します。

ワイルドカード
• ＊ は0文字以上を置き換えます。

econom* は、economy、economics、economical などを検索

• ？ は必ず1文字を置き換えます。

sawt??th は、sawtooth、sawteeth を検索

• 前方一致、中間一致、後方一致（例 *lase）が可能です。

フレーズ検索
• 複数語をひとつのかたまりとしてフレーズ検索するには、二重引用符 “ “ で囲みます。

“heart attack” は、heart attack、 heart-attack、 heart attacksなどを検索します。

厳密な文字列検索
• 指定した文字列を厳密に検索するには、中括弧 { } で囲みます。

{heart-attack} は、ハイフン付きの heart-attack だけを検索します。
{Na+} はプラス記号付きの Na+ だけを検索します。
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検索のヒント（3）

論理演算子
• AND 2つの語句の両方を含む論文を検索

※ 検索を絞り込む
food AND poison

• OR 2つの語句の一方または両方を含む論文を検索
※ 同義語、代替語、略語、英米綴り違いなどを考慮

weather OR climate
“green fluorescent protein” OR gfp

• AND NOT 後の語句を含まないものを検索

※ 検索を絞り込む（適合文献を除く可能性があるので注意）

tumor AND NOT malignant

近接演算子
• W/n 2つの語句の間にn語以内。語順は問わない

※ Wはwithinの略、nは数字（0～255）
例）climate W/5 change
→ climate and carbon cycle changes や future changes in climate も検索

• PRE/n 2つの語句の間にn語以内。語順は指定どおり
※ PREはprecedeの略、nは数字（0～255）
例）user PRE/3 interface
→ user-friendly interface も検索
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検索のヒント（4）

検索結果が多すぎる場合に検索を絞り込む

検索語 検索対象 検索結果件数

climate change 論文タイトル、抄録、キーワード 222,350
climate AND change 論文タイトル、抄録、キーワード 222,350
climate W/5 change 論文タイトル、抄録、キーワード 178,912
“climate change” 論文タイトル、抄録、キーワード 167,288
climate change 論文タイトル 041,933
“climate change” AND co2 論文タイトル、抄録、キーワード 013,889

検索結果が少なすぎる場合に検索を広げる

検索語 検索対象 検索結果件数

“pollen allergy” 論文タイトル、抄録、キーワード 006,295

“pollen allerg*” 論文タイトル、抄録、キーワード 008,235
>>> pollen allergens や pollen allergic patients も検索

pollen W/5 allergy 論文タイトル、抄録、キーワード 008,498
>>> pollen food allergy syndrome や allergy for tree pollens も検索

“pollen allergy” OR “hay fever” 論文タイトル、抄録、キーワード 017,738

※ 2016.4.26 時点の結果件数
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E-mailアラート、リスト

特定の研究者の発表論文
を知りたい

自分の分野のジャーナルの
ランクを知りたい
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重要論文を調べる

① 時間軸も追える強力な引用機能

対象論文

参考文献
--------------------
--------------------
--------------------

参考文献
--------------
--------------
--------------

参考文献
--------------
--------------
-------------- 参考文献

--------------
--------------
---------------

【未来】
対象論文を引用している文献
対象論文以降に発行された論文

参考文献
--------------
--------------
-------------- 参考文献

--------------
--------------
--------------

参考文献
--------------
--------------
--------------

【過去】
対象論文が引用している参考文献
対象論文以前に発行された論文

被引用数

一般に、引用される回数が多い
論文がインパクトの高い重要な

論文であるとみなされます
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重要論文を調べる

② 被引用数で並べ替える

被引用数をクリックすると、
その論文を引用している
文献リストを表示

被引用数が多い順に並べ替え
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重要論文を調べる

③ 抄録＋参考文献ページ

この論文と参考文献、著者、
キーワードが共通している関連論文

被引用数＋
この論文を引用している文献

文献引用アラート
この論文を引用した新規文献をE-mailで
通知(要ログイン) またはRSSリーダーに配信

論文評価指標
単純な被引用数に加えて、分野を補正した
被引用のインパクトや、PlumX論文評価指標な
どを表示

この論文が
引用している
参考文献
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重要論文を調べる

④ 被引用数を評価する際の注意点

論文の被引用数の平均は、分野、出版年、文献タイプによって異なります

出版年別・文献タイプ別分野別

分野 平均被引用数（2011-2015）

データソース: SciVal, World, All publication types, 2016.12.23

中級
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重要論文を調べる

⑤ 論文評価指標ページ

被引用数 単純な被引用数

Field-Weighted Citation Impact
類似の論文（同じ分野、出版年、文献タイプ）と比較し
てどの程度引用されたかを示す。1を上回る論文は、平
均よりも多く引用されている。

被引用ベンチマーキング 類似の論文（同じ

分野、出版時期、文献タイプ）の集合におけるランクを
示す。99パーセンタイルはトップレベルの論文で、世界
の上位1％に入っている。

PlumX論文評価指標
EBSCOやMendeleyでの利用数

ブログやWikipedia などにおける解説記事

Twitter、Facebookなどの汎用的なソーシャルネット
ワーキングサービスで言及された回数

PubMedでの被引用数など

中級
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重要論文を調べる

⑥ 複数の論文の引用情報をまとめて表示

選択した論文を引用している
文献をまとめて表示
（重複除去済）

選択した論文が引用している
参考文献をまとめて表示
（重複除去済）

中級

表示したい文献を選択
選択した論文のそれぞれが
各年に何回引用されたかを
表形式で表示
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E-mailアラート、リスト

特定の研究者の発表論文
を知りたい

自分の分野のジャーナルの
ランクを知りたい
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著者で検索する

① 著者識別機能 （様々な表記を 1 著者として名寄せ/区別）

業界で も強力な
アルゴリズムによる

名寄せ処理

著者フィードバックフォーム
を使ったマニュアルによる

フィードバック

著者名、E-mail、所属機関、分野、参考文献、
共著者などのマッチングに基づいて、
論文を高い精度でグループ化

アルゴリズムによる著者プロファイルとマニュア
ルによるフィードバックを組み合わせ、 も少な
い労力で も正確なプロファイルを実現

Scopus著者プロファイル

Scopusの全文献
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著者で検索する

② 著者識別機能 （様々な表記を 1 著者として名寄せ/区別）

複数の著者プロファイルを1つに
まとめたい場合は、チェックして
著者フィードバックフォームを使用
→ 詳細はクイックレファレンスガイドp.5 

著者プロファイルへ
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著者で検索する

③ 著者プロファイル

各種分析機能

・ この著者が発表した文献リスト
・ この著者の文献を引用している文献リスト
・ 共著者リスト

修正依頼は著者フィード
バックフォームから
→ 詳細はクイックレファレン
スガイドp.5

検索アラート
この著者による新規論文を
E-mailで通知 (要ログイン)

著者引用アラート
この著者の論文を引用した
新規論文をE-mailで通知
(要ログイン)
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著者で検索する

④ 著者分析、h-index、引用分析

文献数（ジャーナル別、文献タイプ別、
出版年別、分野別）、h-index、被引用数、
共著者の情報をグラフ化して表示

h-indexとは？

著者の論文数と被引用数から導き出す評価
指標。h 回以上引用された論文が h 件あるこ
とを示す。論文の量と質を1つの数字で表す。

著者の論文のそれぞれが各年に
何回引用されたかを表形式で表示

中級
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著者で検索する

⑤ ORCIDとの連携

自分のScopus著者IDをORCID IDとリンクさせ、ORCIDにScopusの文献リストを追加
することができます

Open Researcher and Contributor ID
http://orcid.org

世界の研究者に一意の識別子（16桁の数字）を与えることにより、

名寄せ問題を解決し、各種の学術コミュニケーションを円滑にす
ることを目的とした非営利団体・サービス。各種データベース、

論文投稿システムへの組み込みが始まっています。誰でも無料
で登録可能

中級
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著者で検索する

⑥ researchmapとの連携 中級
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所属機関で検索する

① 所属機関識別機能 （様々な表記を1機関として名寄せ/区別）

所属機関プロファイル
• 論文数
• 分野シェア
• 共著機関 など
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本日の内容

• Scopusとは？

• 新情報を調べる

• 検索のヒント

• 重要論文を調べる

• 著者で検索する

• ジャーナル評価を確認する

• 他の便利な機能を使いこなす

研究テーマの 新情報、
トレンドを知りたい

効率的な検索方法を
知りたい

被引用数が多い重要な
論文を見つけたい

文献のエクスポート、
E-mailアラート、リスト

特定の研究者の発表論文
を知りたい

自分の分野のジャーナルの
ランクを知りたい

中級
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ジャーナル評価を確認する

① ジャーナル評価指標

あるジャーナルに出版された論文が特定の年に平均で何回引用されたかを示す

CiteScore（2016年12月リリース） 参考: Impact Factor

開発元 Elsevier Clarivate Analytics (旧 Thomson Reuters IP & Science)

データ Scopus Web of Science

対象期間 3年 2年 / 5年

対象文献 A = B

全文献

A ≠ B

A = 全文献
B = Citable Items (Articles & Reviews)

2013年～2015年に出版された論文が
2016年に引用された回数

CiteScore 2016  =        
2013年～2015年に出版された論文数

2014年と2015年に出版された論文が
2016年に引用された回数

Impact Factor 2016 =          
2014年と2015年に出版された論文数

A A

B B
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ジャーナル評価を確認する

② 収録誌の検索とブラウズ

タイトルを検索

各タイトルのCiteScore、SJR、SNIPを確認

SJR （SCImago Journal Rank）

引用元のジャーナルの評判によって引用に重み付けすることに
より、分野間の比較を可能にした指標

SNIP （Source Normalized Impact per Paper）
分野によるジャーナルの引用のされやすさの違いを考慮して
被引用率を補正することにより、分野間の比較を可能にした指標

Scopus |    40

ジャーナル評価を確認する

③ 収録誌の詳細とCiteScore

CiteScore 2016 文献数、被引用数 ベンチマーキング、ランク

CiteScoreTracker 2017
2017年の速報値（毎月更新）
→ 2018年春にCiteScore 2017として固定
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ジャーナル評価を確認する

④ CiteScoreのランクとトレンド

CiteScore値のトレンド

ベンチマーキングの
トレンド

ジャーナルが複数の分野に分類されている場合は、
各分野のランクを確認できる
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ジャーナル評価を確認する

⑤ ジャーナル比較

比較したいジャーナルを
チェック

各種指標で複数のジャーナルを比較
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本日の内容

• Scopusとは？

• 新情報を調べる

• 検索のヒント

• 重要論文を調べる

• 著者で検索する

• ジャーナル評価を確認する

• 他の便利な機能を使いこなす

研究テーマの 新情報、
トレンドを知りたい

効率的な検索方法を
知りたい

被引用数が多い重要な
論文を見つけたい

文献のエクスポート、
E-mailアラート、リスト

特定の研究者の発表論文
を知りたい

自分の分野のジャーナルの
ランクを知りたい
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文献を効率的に管理する

① エクスポート

エクスポート
したい文献を
選択

文献管理ツールまたは
ファイルタイプを選択

エクスポートする
情報を選択
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文献を効率的に管理する

② Mendeleyにエクスポート

Mendeleyに
エクスポート
(要ログイン)

www.mendeley.com

学術論文の管理とオンラインでの情報共有を目的とした無料の文献管理ツール。
Windows、Mac、Linuxに対応するデスクトップ版と、オンラインでどこからでも利用できる
ウェブ版を組み合わせて使用できます。iOS、Androidに対応するモバイル版もあります。

※ ユーザー名（E-mailアドレス）とパスワードは、Scopus/ScienceDirectと共通です。

[ライブラリを表示する] をクリックすると、
別タブにMendeleyライブラリが表示される

Scopus |    46

文献を効率的に管理する

③ Mendeleyデスクトップ版とウェブ版

デスクトップ版

ライブラリにドラッグ＆ドロップしたPDFから書誌情報を
自動的に抽出

ハイライト、注釈機能を備えたPDFビューア

デスクトップ版
Windows

デスクトップ版
Mac

モバイル版
iOS / Android

同期

デスクトップ版とウェブ版を同期する

ことにより、複数端末から同じ文献に
アクセスできるようになります

ウェブ版

ブラウザにWeb Importerをインストールして、
各種データベースから文献をインポート

ウェブ版

デスクトップ版のライブラリの基本的な機能を提供、
PDFのドラッグ＆ドロップも可能
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文献を効率的に管理する

④ Mendeleyで参考文献リストを作成

デスクトップ版では、投稿するジャーナルが指定する形式で参考文献リストを作成する
ことができます

Wordプラグインのインストールが必要です

引用スタイルの変更
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パーソナル機能を利用する

① ユーザー登録、ログイン

※ アラートなどのパーソナル機能を利用するには
ユーザー登録、ログインが必要です。

ユーザー名/パスワードはScienceDirect/Mendeleyと共通です。

yamada@elsevier.ac.jp
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パーソナル機能を利用する

② E-mailアラートの設定と確認

検索結果ページから（検索アラート）

抄録＋参考文献ページから（文献引用アラート）

著者プロファイルページから（検索アラート、著者引用アラート）

登録済アラートの確認・編集・削除

アラートの解除

宛先（複数可）、頻度、
メール形式などを指定
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※ ログインしていない場合のリンクは [リストに追加] です。

選択した文献は一時リストに保存され、[リスト] メニューで
確認することができます。

パーソナル機能を利用する

③ リスト

選択した文献をリストに
保存することができます

中級
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個人プロファイル

・ 個人情報および設定の変更

・ パスワードを変更

・ エクスポートおよび文献管理ツールの設定

My Scopus

・ 保存済み検索式を表示

・ 登録済みのE-mailアラートを管理

・ 保存済みの文献リストを表示

・ グループ化した著者プロファイルを表示

パーソナル機能を利用する

④ 個人プロファイル、My Scopus
ログインすると
名前が表示されます
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お問い合わせ先

• エルゼビア・ジャパン株式会社 ヘルプデスク

• Tel: 03-5561-5035

• 使い方ガイドページ

• http://www.elsevier.com/jp/scopus/users
• クイックレファレンスガイド、バージョンアップ情報など

• オンライン講習会

• http://www.elsevier.com/jp/trainingdesk 

• Scopusタイトル収録の申請

• http://suggestor.step.scopus.com


