
Quick Search：クイック検索

1. 研究テーマを調べよう 自分の研究テーマを調べるには、概要の把握も、最新情報の把握も、どちらも大切です。
Engineering Villageは全体像をとらえつつ、詳細情報にも素早くたどりつくことができます。
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検索語の入力ルール

1. ステミング
　•Engineering Villageは、検索語の語幹を解釈し、語形変化や派

生語をまとめて検索するステミング機能を持っています。クイック検索
では、初期設定で有効になっています。無効にするには、検索画面
の　  Autostemming off にチェックを入れます。

　　control lers は、control lers、control、control l ing、
controlled、controls などを検索

　•ステミング機能は、米国綴り・英国綴りの両方は検索しません。
　　color と colour の両方を検索するには、color OR colour と入力
します。

2. 完全一致フレーズ検索
　•複数語をスペース区切りで入力すると、AND演算で処理されます。
　•完全一致のフレーズとして検索するには、二重引用符“　”または

中括弧  {　 } で囲みます。
　　“data mining”
　　{international space station}

3. ワイルドカード
　•＊ は0文字以上を置き換えます。
　　comput* は、computer、computers、computerize、computerization などを検索
　　sul*ate は、sulphate と sulfate を検索
　　*sorption は、adsorption、absorption、desorption を検索
　•？ は必ず1文字を置き換えます。
　　wom?n は、woman と women を検索
　　sawt??th は、sawtooth と sawteeth を検索

4. 論理演算子・近接演算子
　•AND 2つの語句の両方を含む文献を検索　　fuel cell AND hydrogen
　•OR 2つの語句の一方または両方を含む文献を検索
 light emitting diode OR LED
　•NOT 後の語句を含まないものを検索　　windows NOT microsoft
　•NEAR/n 2つの語句の間にn語以内。語順は問わない　　solar NEAR/4 energy
　•ONEAR/n 2つの語句の間にn語以内。語順は指定どおり　　laser ONEAR/4 diode

複数の論理演算子・近接演算子がある場合は、左から右に処理されます。
カッコ（ 　）を使って優先順位を変えることができます。
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クイック検索　Engineering Villageのホームページは、
Quick Search画面です。調べたい検索語を検索ボッ
クスに入力して検索を開始します。検索語の入力時に
Auto Suggest機能により表示される候補から、用語を
選択することも可能です。Add Search Fieldで検索ボッ
クスを追加できます。 

Autosuggest　検索語の入力時に、Auto Suggest
機能により候補語句が表示されます。（Ei Thesaurus
を利用しています。）

データベースの選択　複数のデータベースが利用できる
場合は、特定のデータベースのみを選択することもできます。

検索フィールド　検索対象となる項目を選択します。初
期設定は全フィールド（All fields）です。

検索範囲の限定　検索範囲を限定する場合は、限定し
たい項目（Date、Document Typeなど）をクリックし
て設定画面を展開し、条件を入力します。

オプション選択　ソート順の変更、Autostemming
（「検査語の入力ルール）参照）のオンオフ、インデック
スの利用などのオプションを選択できます。

検索方法　データベースを検索する5つの方法を提供し
ています。 
•Quick Search：クイック検索
•Expert Search：エキスパート検索
•Thesaurus Search：シソーラス検索
•Engineering Research Profile（ERP）：工学研
究プロフィール 
　大学や研究機関の研究成果を要約したダッシュボード
が表示できます。ERPで利用可能な指標及び分析情
報は、ダッシュボードに６つ表示されます。トップ著者、 
研究の焦点、 助成金提供機関、 出版動向、 分野、 出
版物名（ERPに表示されるすべての機関は、1,000
以上のCompendex文献に関連付けられています。）

•Inspec Analytics
　Inspec Analyticsを使用して、機関、用語、分野
に基づいて研究トレンドを探ります。分野ごとに機関の
世界ランキングと他機関とのベンチマークが見れます。
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www.engineeringvillage.com　クイックレファレンスガイド　2020年4月

Engineering Village（エンジニアリングビレッジ）は、Compendex、Inspecをはじめとする各種工学系データベースが利用できる
プラットフォームです。
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検索結果の絞り込み、並べ替え、アラート

検索結果および検索式に関する詳細　検索結果件
数と検索条件が表示されます。また検索式の保存 
（　　　　　）、検索結果を共有する（　　　　　　）、
登録した検索式に合致する新しい文献が搭載されたとき
にメール（　　　　　）またはRSS（　　　　）で通
知する機能などが利用できます。

重複除去　複数のデータベースを利用している場合は、
Remove Duplicatesを使って重複レコードを除去する
ことができます（最初の1000件のみ）。

内容表示と絞り込み　Refine results欄では、検索
語を追加したり（Add a term）、特定の項目に限定
（Limit to）または除外（Exclude）することができます。

各カテゴリーの内訳をグラフで表示したり（　　）、タブ
区切り形式で出力したり（　　）することもできます。

並べ替え　検索結果は初期設定では関連度順に表示
されます。出版年、著者名、ジャーナル名、出版社名
での並べ替えが可能です。

抄録ページの表示　Detailedをクリックすると抄録ペー
ジを表示します。（　　　　　　）Show Previewを
クリックすると、検索結果画面内でAbstractを表示させ
ることができます。

被引用情報　Cited by in Scopus (n) にこの論文を
引用している論文数が表示されます。リンクをクリックする
と、引用している論文をScopus*で確認することができ
ます（*Scopusのご契約がない機関の場合は最新の
20件まで）。

フルテキストへのリンク　　　　　をクリックすると、
各出版社のフルテキストにリンクします。

選択した文献の一括処理　チェックボックスで選択した
複数の文献に対して、各種の操作が可能です。希望の
操作をクリックした後に表示される画面から、レコードのタ
イプ（Citation、Abstract、Detailed record）を選
択することができます。

Email　メールで送信

Print　印刷に適したフォーマットで表示

Download　書誌情報と抄録を出力

Mendeley、EndNote、RefWorks、Excel、PDF
などのフォーマットに対応

Selected recordsメニューで、チェックボックスで選択
した文献だけをまとめて表示することができます。
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抄録ページの閲覧

抄録画面の切り替え　抄録の簡易情報と詳細情報を
切り替えることができます。

フルテキストへのリンク　　　　　をクリックすると、各
出版社のサイトのフルテキストにリンクします。

文献の処理　この文献に対して各種の操作が可能です。

Share　 ブログなどで利用できる文献のURLを表示
Print　 印刷に適したフォーマットで表示
Download　 書誌情報と抄録を出力
View search History  検索履歴を表示
Run new search　 検索画面に戻る

引用論文と著者詳細情報　Tools in Scopus欄には、
この論文を引用している最新の論文が表示され、引用
している論文はScopus*で確認することができます。著
者の詳細情報をScopusで表示することもできます。

*Scopusは、エルゼビアが提供する世界最大規模の
書誌・引用データベースです。

PlumX論文評価指標　ニュースやSNSなど論文以外
の媒体からの言及回数などを確認することができます。

関連文献　論文と参考文献、共著者、またはキーワー
ドが共通している論文を検索できます。
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（サインインが必要）

　 　

　　　 　　

　　　　

　　　

　　　

　



3

数値データ索引　様々な数値データの表記を標準化、換算し統一化。 

2. 隠されたデータを発見しよう 数値データ索引と化学索引によるデータの標準化で、今までテキストのみによる検索では
発見できなかった文献資料を見つけることが可能となります。

‘By physical property’フィルター：科学的単位を用
いた検索及び特定の数値データ範囲の検索を実現し
ます。

1. 1番上のドロップダウンリストから、検索する物性（例：
「Percentage」、「Volume」、「Area」など）を選
択します。リストには、検索結果に含まれる科学的単
位のみが表示されます。

2. 2番目のドロップダウンリストから、検索する演算子
（equals、greater than、greater than or equal 
to、lesser than、lesser than or equal to、or 
between）を選択します。

　•「between」以外、すべての演算子の場合、演
算子ドロップダウンの右側のボックスに数値を入力し
ます。

　•「between」演算子の場合、「between」演算
子の右側にある2つのボックス（「from」および
「to」）に範囲の数値を入力します。

3. ３番目のドロップダウンリストから、 検索する測定単位
を選択します（その物性で表示されているものと異な
る場合）。

4. 「Refine」をクリックすると、結果リストが表示されます。

数値データは、抄録の詳細情報ページの［Numerical 
Data Indexing］に表示されます。

1

化学索引　無機化合物、合金および材料の統制された索引作成。

Eiシソーラスを使用して、最先端の材料科学／工学研
究をすばやく発見します。

Compendex化学インデックスツールは、化学名と化学
式を識別し、それらに関連するEiインデックスキーワードを
追加することで、より高精度な検索が可能になります。

1. 不定比性やシンタックス

2. 大文字小文字の区別／検索ノイズ：e.g., Indium 
(In) or “in this paper”

3. 特殊記号：Ba(Zr0.1Ce0.7Y0.2)O3-δ 

4. 命名法：iron(III) chloride

Compendex 索引例：

Magnesium alloys (Mg)
Neodymium alloys (Nd)
Zinc alloys (Zn)
Zirconium alloys (Zr)
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Engineering Village 製品情報
英　語ページ： https://www.elsevier.com/solutions/
 engineering-village
日本語ページ： https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/
 engineering-village 

エルゼビア・ジャパン株式会社
お問い合わせ先
サポートセンター（お問い合わせフォーム）
https://service.elsevier.com/app/overview/engineering_village/

Expert Search：エキスパート検索

3. 高度な検索を試してみよう エキスパート検索では、検索コードを使って複雑な検索式を作成することができます。また、
シソーラス検索では、統制語を使って漏れのない効率的な検索を行うことができます。

エキスパート検索　Expert Searchタブでは、検索
コード、論理演算子、近接演算子を使って複雑な検索
式を作成することができます。

検索コード　検索フィールドに対応する検索コードの一
覧を確認することができます。クイック検索では指定でき
ない検索フィールドも利用できます。

•検索フィールドは、WNを使って指定します。
　例（autonomous wn all）and（self-driving wn all）

•基本的な検索ルールは、p.1下の囲みを参照してくだ
さい。

インデックス　著者名（Author）、著者所属機関
（Author affiliation）、統 制 語（Controlled term）
などにはインデックスが用意されています。索引付けされ
ている表記を確認しながら、正確な検索を行うことができ
ます。
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Thesaurus Search：シソーラス検索

シソーラス検索　Thesaurus Searchタブでは、各
データベースの統制語を使って漏れのない効率的な検索
を行うことができます。統制語は、工学系の専門用語の
同義語、類義語、関連語を体系的にまとめ、文献の索
引付けを標準化するために用いられます。

思いついた用語で検索すると、候補となる統制語の一
覧が表示されます。

データベースの選択　複数のデータベースが利用でき
る場合は、いずれか1つ*のデータベースを選択します。

*シソーラスは各データベース特有のため、一度に検索
対象とできるデータベースは1つのみとなります。

統制語の関連情報の表示　シソーラスは階層構造に
なっています。統制語の一覧から用語をクリックすると、
その用語の関連情報が表示されます。

•最上位語（Top Terms）

•上位語（Broader Terms）

•下位語（Narrower Terms）

•関連語（Related Terms）

•先行語（Prior Terms）

統制語の選択　統制語の一覧からチェックボックスで用
語を選択すると、画面右部の検索ボックスにコピーされ
ます。 　　を押して検索を始めます。
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項目選択する




