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• なぜScopus？
• トピックで論文を探す

• 検索結果をまとめて処理する

• 投稿する雑誌を選択する

• 著者の論文、詳細を確認する

• 機関の論文、詳細を確認する

• パーソナル機能を使いこなす

• ScienceDirect（フルテキストデータベース）を使いこなす

• モバイルアプリ・お問い合わせ先など

本日の講習会
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なぜScopus？
① こんなシーンに使えるScopus

研究・論文執筆
• 研究のための 新情報収集
• 論文執筆のためのトレンド調査
• 投稿先ジャーナルの選定

研究・論文執筆
• 研究のための 新情報収集
• 論文執筆のためのトレンド調査
• 投稿先ジャーナルの選定

評価・分析
•特定著者や機関の動向把握
• チームメンバーの評価
• 共同研究者の選定

評価・分析
•特定著者や機関の動向把握
• チームメンバーの評価
• 共同研究者の選定

助成金申請
• テーマの関連情報をトレンドを

含めて把握
• 審査時に申請者の論文、被引用

情報を把握

助成金申請
• テーマの関連情報をトレンドを

含めて把握
• 審査時に申請者の論文、被引用

情報を把握

査読
• 適な査読者の選定
• 投稿者の発表論文、投稿先、

参考文献の調査

査読
• 適な査読者の選定
• 投稿者の発表論文、投稿先、

参考文献の調査
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なぜScopus？
② 図書館リソースを活用しましょう

ジャーナル
タイトル

OPAC 書誌 DB 書誌・引用 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

論文内容本文
から検索する、
読む

項目

対応DB/
システム

使用目的

抄録

本文

参考文献

キーワード

論文タイトル

書誌情報

抄録

参考文献

キーワード

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

OPAC

A-Z

具体例

参考文献を
情報源とし
た、論文の
重みづけ、
並べ替えが
可能です。

世界の5,000社
以上の出版社

出版社ごとの
データベース

参考文献
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• 世界5,000以上の出版社の20,500誌以上のジャーナル

• 1996年以降の参考文献を搭載

• 冊子体発行前論文（Articles in Press）：3,750誌以上
Elsevier, Nature , Springer, etc.

• 化合物の構造式・反応式情報を収載

• グローバルなコンテンツ収集方針

• 日本国内タイトルは400以上
• コンテンツ推薦サイト http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle.cfm

ヘルス
サイエンス

(100% Medline含)

ライフ

サイエンス

社会科学・
人文科学

7,200誌6,800誌 4,300誌 5,300誌

化学・物理・
工学

なぜScopus？
③ 世界 大級の 収録範囲
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時間軸も追える
強力な引用機能

抄録
＋

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

【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

関連検索
対象論文と参考文献、著者、
キーワードが共通している論文

著者識別機能

機関識別機能

ジャーナル分析機能

引用分析機能

なぜScopus？
④ 引用機能、その他様々な機能
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本日の講習会

• なぜScopus？
• トピックで論文を探す

• 検索結果をまとめて処理する

• 投稿する雑誌を選択する

• 著者の論文、詳細を確認する

• 機関の論文、引用の詳細を確認する

• パーソナル機能を使いこなす

• ScienceDirect（フルテキストデータベース）を使いこなす

• モバイルアプリ・お問い合わせ先など
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検索語の入力

引用情報活用

検索結果
(絞り込み、並べ替え)

抄録＋参考文献

出版社サイト
Elsevier、Nature、

Springerなど

トピックで論文を探す

① 簡単な利用フロー

フルテキスト

フルテキスト入手

各種出力

アラート機能

Scopus
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検索画面選択 検索対象項目

トピックで論文を探す

② 検索の開始

英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

検索語入力
※ 英語のみ

検索履歴
組み合わせ検索
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ヒット数

内訳をCSVに出力

トピックで論文を探す

③ 概要の把握（絞り込み、グラフ化）

検索式の保存（要ログイン）

検索アラート
検索条件に合致する新規論文をE-mailで通知 (要ログイン)

絞り込み

検索結果の分析（グラフ化）

ジャーナル分析機能へ
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トピックで論文を探す

④ 検索結果の並べ替え、レコードの確認

出版社サイトの
フルテキストへ

抄録を検索結果内
に表示

抄録＋参考文献ページへ

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

並べ替え
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参考文献

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

ウェブ情報、特許からの被引用数

この論文を引用している文献

アプリケーション

Altmetric for Scopus
Facebook、Twitter、Mendeley、
ニュースサイトにおける注目度を測定

More By These Authors
著者たちの他の論文

フルテキストリンク、各種出力

トピックで論文を探す

⑤ 抄録＋参考文献ページ

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)
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この構造式・反応式に言及している
Scopusの文献を再検索

トピックで論文を探す

⑥ 構造式・反応式の表示

Reaxys（リアクシス）に構造式・反応式が
収録されている文献に表示される。

※ Reaxysは、化学反応情報と実測物性値を収録
した世界 大級の反応・化合物データベース
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トピックで論文を探す

⑦ 検索のヒント (1)
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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トピックで論文を探す

⑧ 検索のヒント (2)
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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ダウンロード …  PDFフルテキストを一括ダウンロード
エクスポート …  書誌情報、抄録などを出力

引用分析 …  各論文の年別の被引用数を表示

引用している文献 …  重複除去した文献を表示

参考文献 …  重複除去した参考文献を表示

マイリストに追加 …  一時リストに追加

参考文献形式で出力 …  代表的な参考文献形式で出力

E-mail …  メールで送信

印刷 …  印刷に適した形式で表示

検索結果をまとめて処理する

① 選択した論文をまとめて処理する

抄録をまとめて表示
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検索結果をまとめて処理する

② PDF一括ダウンロード機能・自動命名

ファイル保存場所

ファイルの名称を
体系的に自動命名

ダウンロード可能なPDFフルテキストを一括処理
それ以外は抄録（Abstract）を保存可能

※ Javaが必要です
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出力する
形式を指定 論文執筆時に必要な、参考文献の

代表的な形式で出力

検索結果をまとめて処理する

③ エクスポート、参考文献形式で出力
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検索結果をまとめて処理する

④ 引用している文献を表示

選択した文献を引用している
文献リストを重複除去して表示
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本日の講習会

• なぜScopus？
• トピックで論文を探す

• 検索結果をまとめて処理する

• 投稿する雑誌を選択する

• 著者の論文、詳細を確認する

• 機関の論文、詳細を確認する

• パーソナル機能を使いこなす

• ScienceDirect（フルテキストデータベース）を使いこなす

• モバイルアプリ・お問い合わせ先など
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投稿する雑誌を選択する

① ジャーナル分析機能

ジャーナル名で検索

ドラッグ＆ドロップ
またはダブルクリック

SJR
SCImago Journal Rank

Google PageRankに類似
したアルゴリズムを用い
て引用に重みづけし、分
野間の比較を可能にした
指標

SNIP
Source Normalized 
Impact per Paper

分野による引用のされや
すさを考慮して被引用率
を補正し、分野間の比較
を可能にした指標

被引用数

文献数

被引用数0の文献(%)

レビュー論文(%)

検索結果の分析から
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著者プロファイルへ
複数の著者を1つにまとめたい
場合は、チェックして著者
フィードバックウィザードへ

著者の論文、詳細を確認する

① 著者検索（様々な表記を1著者として名寄せ/区別）
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著者の論文、詳細を確認する

② 著者プロファイル / h-index
著者の論文概要を
グラフ化

修正は著者フィードバック
ウィザードから

h -indexとは？

著者の論文数と被引用数
から導き出す評価指数。
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
す試み。

引用分析へ

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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著者の論文、詳細を確認する

③ 引用分析

特定の著者、または検索結果ページ
で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

検索結果ページから

自己引用を除外

並べ替え
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著者の論文、詳細を確認する

④ 著者フィードバックウィザード / ORCID

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

世界中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、論文投稿システムに組み
込まれることが予定されている。誰でも無料で登録可能

公開ページURL: http://orcid.org/0000-0001-2345-6789

著者プロファイルの修正依頼は著者フィードバックウィザードから
http://www.scopusfeedback.com

詳細はクイックレファレンス
ガイドp.7を参照

Scopus2ORCIDツールを使うと、Scopusの論文リストをORCIDに取り込むことが可能
http://orcid.scopusfeedback.com
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機関の論文、詳細を確認する

① 所属機関検索（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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本日の講習会

• なぜScopus？
• トピックで論文を探す

• 検索結果をまとめて処理する

• 投稿する雑誌を選択する

• 著者の論文、詳細を確認する

• 機関の論文、詳細を確認する

• パーソナル機能を使いこなす

• ScienceDirect（フルテキストデータベース）を使いこなす

• モバイルアプリ・お問い合わせ先など
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パーソナル機能を使いこなす

① ユーザー登録、ログイン

パスワード
（5～20文字の英数字）

ID/PWはScienceDirectと共通。
ScienceDirectで登録済の方は
再登録不要

名、姓、E-mailアドレス

E-mailアドレスが
ユーザー名になります
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パーソナル機能を使いこなす

② E-mailアラートの設定と確認

登録済アラートの確認・編集
・検索アラート
・著者引用アラート
・文献引用アラート

宛先 (複数可)、頻度、
メール形式などを指定

E-mailアラートのサンプル
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パーソナル機能を使いこなす

③ その他のカスタマイズ機能

・保存した検索式を表示

・登録済のE-mailアラートを管理

・保存した文献リストを表示

・グループ化した著者プロファイルを表示

・個人情報と個人設定を確認、変更

・パスワードを変更

・RefWorksのID/PWを保存

・登録済のアプリケーションを管理

一時リストに追加した
文献リストを表示

リストに名前を付けて
保存可能
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本日の講習会

• なぜScopus？
• トピックで論文を探す

• 検索結果をまとめて処理する

• 投稿する雑誌を選択する

• 著者の論文、詳細を確認する

• 機関の論文、詳細を確認する

• パーソナル機能を使いこなす

• ScienceDirect（フルテキストデータベース）を使いこなす

• モバイルアプリ・お問い合わせ先など
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ジャーナル
タイトル

OPAC 書誌 DB 書誌・引用 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

論文内容本文
から検索する、
読む

項目

対応DB/
システム

使用目的

抄録

本文

参考文献

キーワード

論文タイトル

書誌情報

抄録

参考文献

キーワード

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

OPAC

A-Z

具体例

本文や図の
検索も可能です

•はじめに
•手法
•図表
•結果
•考察
•謝辞
•補足資料

世界の5,000社
以上の出版社

エルゼビアの
フルテキスト

論文が何（誰）
を引用している
か／何（誰）に
引用されている
か

本文

なぜScienceDirect？
図書館リソースを活用しましょう
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Elsevier

Springer

Wiley-
Blackwell

Teylor&Francis
American 
Chemical 
SocietyWolters Kluwer

IEEEAIP

IOP Publishing

American 
Physical 
Society

Others

2010年出版社別ジャーナル論文シェア• 2,500誌以上の電子ジャーナル

– Journal Citation Reports 2012の
57カテゴリでNo.1

• 15,000タイトル以上の電子ブック

• 1,100万件以上のレコード

• Articles in Press（冊子体発行前論文）

出典：Thomson Reutersのデータに基づいた
社内分析

なぜScienceDirect？
世界の主要英語論文の約1/4を搭載
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Related articles
ScienceDirect内の関連論文
Show more informationリンクから
抄録も確認できます。

Cited by in Scopus (n)

この論文を引用しているScopus上の
文献にリンク、n は被引用数

はエルゼビアの抄録・引
用文献データベース。5,000社以上の
20,500誌以上のジャーナルからの引用情報
を表示。Scopusをご契約いただいていない
場合は 新の20件のみを表示。

Related reference works 
articles

ScienceDirect内の
百科事典から関連文献

フルテキストを使いこなす

① 関連論文と被引用数
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フルテキストを使いこなす

② PDF、 新号のお知らせを受け取る

Alert me about new articles 
in this journal 

新号のお知らせ
(要ログイン)

PDFのダウンロード

書誌情報の出力
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次回から関連論文（PDF）のお薦め
ポップアップを表示したくない場合は、
Do not show againリンクを
クリック（同セッション内でのみ有効）

関連論文（PDF）を3件表示

フルテキストを使いこなす

③ PDFフルテキスト、関連論文
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色々な検索を試してみる

① フルテキストからキーワードで検索する

ヒット数と検索式

・Search within results
キーワードを追加

・Refine results
各項目に限定（Limit To）または除外（Exclude）

購読誌（フルテキスト利用可能）
非購読誌 （抄録のみ）

キーワードを入力

並べ替え
・関連度順（初期設定）

・日付順

38

色々な検索を試してみる

② 図を検索する

図にマウスをかざす

と拡大（購読誌）

View within article
論文ページへ

図から検索できるだけ
でなく、サムネイル表
示もされるので直感的
に見つけられます

キャプション、または本文参照
箇所の前後20語から検索
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モバイルアプリ

SciVerse Scopus Alerts SciVerse ScienceDirect

利用ガイド （iPhone 用）

http://japan.elsevier.com/scopussupport/scopus_for_iphone.pdf

利用ガイド（iPhone 用）

http://japan.elsevier.com/sdsupport/sd_for_iphone.pdf

対応機種 金額 機能

無料版
iPhone/iPad

Android 0円 検索アラート
本文の閲覧

有料版
iPhone/iPad

Android
250円
/年

+α機能＝
雑誌のブラウズによる閲覧
お気に入り
PDFダウンロード

対応機種 金額 機能

無料版
iPhone/iPad

Android 0円 検索アラート
引用アラート

※ご利用にはユーザー登録が必要です。www.sciencedirect.comやwww.scopus.com上で作成した ユーザー名、パスワード
をお使いください。その際、登録アドレスは、機関のドメイン名が入ったものを入力してください。

（ Yahoo! や Gmail などのアドレスは使用できません。）

利用ガイド 利用ガイド
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• エルゼビア・ジャパン株式会社 ヘルプデスク

TEL：03-5561-5035 
E-mail: jpinfo@elsevier.com

• 使い方ガイドページ

http://japan.elsevier.com/scopussupport/
http://japan.elsevier.com/sdsupport/
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://japan.elsevier.com/trainingdesk/ 

• Scopusコンテンツ推薦サイト

http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle.cfm

お問い合わせ先

jpinfo@elsevier.com


