
① 自機関から発表された論文の総数や年次変化を調査する

② 自機関から発表された論文の研究分野比率を調査する

③ 自機関の研究者が多く論文投稿しているジャーナルを調査する

④ 論文投稿先として他に考えられる候補ジャーナルを調査する

⑤ 自機関の研究者が参考文献として多く引用しているジャーナルを調査する

⑥ 自機関から申請（もしくは関与）している特許情報を調査する

⑦ 自機関と多く共同研究（共著）されている他の研究機関を調査する

⑧ 自機関の発表論文を多く引用している他の研究機関を調査する

⑨ 注目した特定の研究機関の概要を調査する

⑩ 自機関内で発表論文の多い研究者を調査する

⑪ 自機関で被引用数の多い研究者、分野を調査する

⑫ 自機関から発表された論文の被引用数の総数を調査する

⑬ 注目した特定の研究者を詳細に調査する

⑭ 特定研究分野（研究テーマ）での自機関論文の市場占有度を調査する

⑮ 分野別の被引用数ベンチマークを調査する
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（自機関分析編）



Scopus活用ガイド（自機関分析編）

● 自機関から発表された論文の総数や年次変化を調査する

【手順１】

”所属機関検索”タブを選択する。

自機関の正式名称を入力して、”検索”

ボタンをクリックする。

自機関から発表された論文（共著も含む）の総数や年次変化を知ることは、自機関分析の第一歩であり、機関の
研究動向や規模を分析する際の も客観的な評価指標となります。

【手順２】

ヒット機関が複数の場合、自機関と思われる

ものを選択する。

必要に応じて” 所属機関候補を検索 ”を確

認し、自機関と思われる機関名をチェックし

て、グループ化する。

“文献数”の数字が自機関からの論文総数に

なるので、数字をクリックする。

【手順３】

“項目を選択して絞り込み”の”出版年”欄に

は各年における発表論文数が表示される。

表示年を増やしたい場合には“さらに表示”

リンクをクリックする。
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Scopus活用ガイド（自機関分析編）

つづき

【手順４】（必要に応じて）

“検索結果の分析“リンクをクリックしてグラフ

表示。

【手順５】（必要に応じて）

“出版年“タブで表示
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【手順６】（必要に応じて）

”検索結果の内訳をエクスポート”リンクから

データをCSV形式で出力（Excel用）。



Scopus活用ガイド（自機関分析編）

● 自機関から発表された論文の研究分野比率を調査する

自機関のコアとなる重点研究分野は分かっているつもりでも、全体から見た論文比率は意外とあいまいなもの。
予想外な研究分野が発見できる場合もあります。

【手順３】

研究分野ごとの論文数比率が円グラフで表

示される。

“表”をクリックすると各数値が表示される。
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【手順１】

”所属機関検索”タブを選択する。

自機関の正式名称を入力して、”検索”

ボタンをクリックする。

【手順２】

ヒット機関が複数の場合、自機関と思われる

ものを選択する。

必要に応じて” 所属機関候補を検索 ”を確

認し、自機関と思われる機関名をチェックし

て、グループ化する。

“機関の名称”をクリックすると概要が表示さ

れる。
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つづき

【手順６】（必要に応じて）

“分野“タブで表示
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【手順５】（必要に応じて）

“検索結果の分析“リンクをクリックしてグラフ

表示。

【手順７】（必要に応じて）

”検索結果の内訳をエクスポート”リンクから

データをCSV形式で出力（Excel用）。

【手順４】

ヒット機関が複数の場合、自機関と思われる

ものを選択する。必要に応じて” 所属機関候

補を検索 ”を確認し、自機関と思われる機関

名をチェックして、グループ化する。

“文献数”の数字が自機関からの論文総数に

なるので、数字をクリックする。もしくは複数

機関をレを入れて選択し、“文献を表示”リン

クをクリックする。



Scopus活用ガイド（自機関分析編）

● 自機関の研究者が多く論文投稿しているジャーナルを調査する

研究者からの投稿が多いジャーナルを知ることは、購読タイトル選定の根拠に利用できるだけでなく、自機関に
おける研究テーマの動向や集中度を分析する重要な指標となります。

【手順３】

“ジャーナル名”が論文投稿をしている

ジャーナルとなる。

ジャーナル名の表示は 大160タイトルで、

数字が論文数となる。

（必要に応じて）エクスポートリンクからCSV形

式にファイル出力。

【手順１】

自機関検索の後、”文献数”の数字を

クリックする。
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【手順2】 “検索結果の分析“リンクをクリック

してグラフ表示。



Scopus活用ガイド（自機関分析編）

● 論文投稿先として他に考えられる候補ジャーナルを調査する

研究者が現在投稿しているものが 適なジャーナルとは限りません。ジャーナル評価指数の高さや引用のされや
すさ等から他の投稿先候補を調査することができます。図書館から研究者への新たなサービスとして注目されてい
ます。

【手順１】

メニューバーから”ジャーナル分析”を選択

する。

【手順２】

特定のジャーナル名を入力し検索する。

ジャーナル名リストから目的のジャーナル名

をダブルクリックする。

複数の比較するジャーナルを同様の操作に

て選択する。

【手順３】

デフォルトではSJRの比較グラフとなるが、

グラフ上部の指標タブをクリックして、複数の

指標からジャーナルを比較する。

左図は被引用が全く無かった論文の比率

（被引用数 0 の文献（％））の表示例である。

自誌引用を除いた結果も表示可。
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Scopus活用ガイド（自機関分析編）

● 自機関の研究者が参考文献として多く引用しているジャーナルを調査する

研究者が論文中の参考文献として多く引用しているジャーナルは当然ながら自機関として重要なものとなります。
購読誌との一致性を確認すると共に、タイトル充実のための貴重な分析資料となります。

【手順２】

検索結果上部の”すべて“にチェックを入れ、

“その他”メニューの中の“参考文献”を

クリックする。

【手順３】

対象となった論文の参考文献リストが表示

されるので、”検索結果の内訳をエクスポー

ト”リンクをクリック。

数字は参考文献となった論文数。

検索結果の分析メニューのジャーナル名でも

同じ結果を確認できる。
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【手順１】

分析対象とする論文の範囲を年数等で指定

する。（分析対象論文は 大2,000件）

左例の場合は2010年から2013年までの4年

間の論文を分析対象としている。

指定後に”絞り込む”ボタンをクリックする。



Scopus活用ガイド（自機関分析編）

● 自機関から申請（もしくは関与）している特許情報を調査する

研究者の業績は論文だけでなく、特許という形で発表される場合もあります。新たな外部資金先を開発したり、
研究成果の社会還元性を広くアピールする絶好の資料となります。

【手順１】

自機関発表論文の検索結果画面から

”XX件の特許情報”リンクをクリックする。

【手順２】

検索対象となっている世界5つの特許情報

サイトから特許レコードがリスト表示される。

【手順３】

特許の題名をクリックすると、別ウインドウが

開き、各特許情報サイトにて公開特許公報

などの詳細を確認できる。

（機関名は必ずしも発明者や出願人の欄に

記載されているとは限らない）
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● 自機関と多く共同研究（共著）されている他の研究機関を調査する

現代の先端研究は他の機関との共同研究によるプロジェクト研究が盛んです。国内国外を問わず、共同研究が
盛んに行われている機関を調査することは、自機関の中長期的な研究計画を考える上での重要な資料となります。

【手順３】

“著者所属機関名”が共著と

して論文投稿をしている機関名となる。

機関名の表示は 大160機関で、数字が論

文数となる。

（必要に応じて）

”検索結果の内訳をエクスポート”リンクから

データをCSV形式で出力（Excel用）。
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【手順１】

自機関検索の後、”文献数”の数字を

クリックする。

【手順2】 “検索結果の分析“リンクをクリック

してグラフ表示。



● 自機関の発表論文を多く引用している他の研究機関を調査する

自機関の発表論文を多く引用している他の機関は同テーマの研究を行っている可能性が高く、現在進行中の共同
研究機関だけではなく、将来的な共同研究先として注目することができます。

【手順２】

検索結果上部の”すべて“にチェックを入れ、

“その他”メニューの中の“引用している文献”

をクリックする。

【手順３】

対象となった論文を後から引用した論文の

リストが表示されるので、“検索結果の分析”

の“著者所属機関名”を確認する。

通常は自己引用があるため自機関名が 初

に表示される。
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【手順１】

分析対象とする論文の範囲を年数等で指定

する。（分析対象論文は 大2,000件）

左例の場合は2010年から2013年までの4年

間の論文を分析対象としている。

指定後に”絞り込む”ボタンをクリックする。



● 注目した特定の研究機関の概要を調査する

共同研究先として注目した特定の研究機関の研究内容や研究者を事前に調査しておくことは、機関経営や研究計
画を具体的に画策する際の重要なデータとなります。

【手順１】

”所属機関検索”タブを選択する。

注目している特定機関の正式名称を入力し

て、”検索”ボタンをクリックする。

【手順２】

ヒット機関が複数の場合、その機関と思われ

るものを選択する。

必要に応じて“所属機関候補を検索”を

クリックし、確認する。同一機関と思われる

機関名をチェックしてグループ化した後、

機関名をクリックする。

【手順３】

特定機関の総論文数や研究分野比率等が

表示されるので、自機関同様に分析が可能。
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● 自機関内で発表論文の多い研究者を調査する

自機関所属の研究者において、発表論文の多い研究者を把握しておくことは、アクティブに活動している研究者を
知るだけでなく、機関内の先進的な研究グループや研究テーマを分析することになります。

【手順３】

“著者名”が論文投稿をしている研究者名と

なる。（注：他大学の共著者も含む）

研究者名の表示は 大160名で、数字が

論文数となる。

（必要に応じて）エクスポートリンクからCSV

形式にファイル出力。
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【手順１】

自機関検索の後、”文献数”の数字を

クリックする。

【手順2】 “検索結果の分析“リンクをクリック

してグラフ表示。



● 自機関で被引用数の多い論文の研究者を調査する（スター論文の著者）

被引用の多い論文は他の研究者に大きな影響を与えた論文として評価できます。このような高被引用論文を持つ
研究者は有名で既知の場合が多いのですが、予想外の研究者が見つかることがあります。

【手順２】

並べ替えメニューの中の“被引用数”を選択

して被引用数の降順に表示を変更する。

【手順３】

対象論文が被引用数の多い順にソートされ

るので、著者名等を確認する。

必要に応じ、出版年数で近年に絞り込む。
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【手順１】

自機関検索の後、”文献数”の数字を

クリックする。



● 自機関で被引用数の多い研究者を調査する（上位論文の分野分布、著者分布）

被引用の多い論文は他の研究者に大きな影響を与えた論文として評価できます。このような高被引用論文を持つ
研究者は有名で既知の場合が多いのですが、予想外の研究者が見つかることがあります。

【手順５】

その他のドロップダウンメニューの中の

“マイリストに追加“を選択する。（マイリストに

50件が仮保存されます。）

メニューバーの“マイリスト”を開く。

【手順６】

50件の結果に対し、“検索結果の分析”をク

リックしてグラフ表示する。コンスタントに多く

の被引用を受けている論文を多数出してい

る“分野”や、“著者名”の分布を確認する。

必要に応じ、それぞれをクリックして論文リス

トを確認する。

後日、この50件を再利用したい場合、

“検索結果一覧に戻る“で一覧に戻り、

”このリストを保存する”リンクをクリックし、

リスト名を付けて保存する。（要ログイン）
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【手順４】

画面下の表示件数を20から50に切り替える。

“ページ”にチェックを入れて、被引用数の

上位50件を選択する。



● 自機関から発表された論文の被引用数の総数を調査する

被引用数は発表した論文の影響力や質を表すものして重要な指標となります。自機関からの論文総数と共に
被引用数の総数を求めることにより、一論文あたりの平均被引用数を算出することができます。

【手順３】

対象となった論文の被引用回数合計が

リストの右上に表示される。

（例の場合は1,449の対象論文が2,137回

引用されているので、一論文あたりの

平均被引用回数は1.47回となる。）
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【手順１】

自機関検索の後、”文献数”の数字を

クリックする。

分析対象とする論文の範囲を年数等で指定

する。（分析対象論文は 大2,000件）

左例の場合は2009年から2013年までの3年

間の論文を分析対象としている。

指定後に”絞り込む”ボタンをクリックする。

【手順２】

検索結果上部の”すべて“にチェックを入れ、

“その他”メニューの中の“引用分析”をクリッ

クする。



● 注目した特定の研究者を詳細に調査する

論文数や被引用数を調査することによって、アクティブで先進的な研究者をピックアップすることができます。
自機関のコアとなる研究者のこれまでの発表論文や共著者などをまとめて調査することができます。

【手順１】

“検索”メニューの中の

著者検索”タブを選択する。

研究者のフルネームを入力して、”検索”

ボタンをクリックする。

必要に応じて、所属機関名や研究分野等で

限定をかける。

【手順２】

名寄せの検索結果が表示されるので、該当

研究者だと思われる研究者名をクリックする。

【手順３】

研究者の総論文数、総被引用数、h-index、

共著者、投稿雑誌等の詳細が表示される。

ヒットが複数の場合、”著者候補を検索”を

クリックし、同一人物と思われる

氏名にチェックを入れてまとめる。
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● 特定研究分野（研究テーマ）での自機関論文占有度を調査する

特定の研究分野やキーワードを中心とした研究テーマにおいて、自機関の市場占有度を推測することができます。
自機関が強いと思われる分野を細かく分析し年次変化等を確認できます。

【手順１】

”文献検索”タブを選択して、研究テーマに

応じたキーワードで論文検索を行う。

【手順２】

検索結果が表示（例の場合では245,374件）

されるので、 “項目を選択して絞り込み”欄の

”著者所属機関”において、自機関の名称を

確認する。

上位5番以内に無い場合には、表示数を変更

する。

【手順３】

自機関名右のカッコ内が機関からの論文数

になるので、全体の論文数からおよその論文

占有度を算出する。
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● 分野別の被引用数ベンチマークを調査する

世界上位1％などの被引用数ベンチマークを研究分野ごとに算出することができます。自機関の研究論文が世界
（又は日本国内）のトップクラスに入っていることを客観的指標として証明できます。

【手順１】

例）2008年に発表された、環境科学に関する

論文のうち、世界上位0.1%にランクするトップ

論文の被引用数ベンチマークを算出する。

”詳細検索”から以下の検索式を

入力して検索を行う。

PUBYEAR IS 2008 and SUBJAREA(ENVI) 

【手順２】

ヒットした論文リストを並び替え“被引用数”で、

被引用数の多い順に並び変える。

【手順３】

論文総数86,765件の上位0.1％は86番目に

該当するので、86番の被引用数を確認する。

例では、被引用数180回がベンチマークとな

る。つまり、2008年に発表された環境科学に

属する論文が、分析時において180回以上の

被引用数を得ていれば世界の上位0.1%に

該当する優れた論文と判断できる。
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