
Scopus Certificate Quiz解説

一般的な論文の構成

Scopusでは、このうち
本文を除いた情報を収
録しています。

https://jp.service.elsev
ier.com/app/answers/
detail/a_id/16037/c/1
0547/supporthub/scop
us/

Here!

第一問 : 
Scopusの検索
対象に入って
いない科学論
文のパートは。

1. 本文
2. 抄録
3. 参考文献

こちらも併せて確認：
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https://jp.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/16037/c/10547/supporthub/scopus/


ジャーナルのインパクトを測る指標としては、
Elsevierが提供するCiteScoreや、その他
Impact Factorなどのがあります。これは掲
載ジャーナル全体のインパクトを理解するた
めの指標です。論文一本一本のインパクトは、
FWCIで測ることができます。

Field-Weighted Citation Impact （FWCI）

• 該当論文の被引用数を、同じ分野・出版年・文献タイプの文献の世界平均で割ったもの
• FWCIが1以上ということは、被引用数が世界平均以上ということを意味します

該当文献の被引用数

該当文献と同じ分野、出版年、文献タイプの文献集合の平均被引用数

https://jp.service.els
evier.com/app/answe
rs/detail/a_id/16214/
supporthub/scopus

第二問 : 
Scopusで確認するこ
とが出来る、論文の
インパクトを比較す
る指標の名称は。

1. FWCI (Field-Weighted Citation Impact) 

2. Impact Factor 
3. CiteScore

こちらも併せて確認：
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ジャーナル評価指標計算の基となる、
引用数(分子)と出版文献数(分母)の対
象文献タイプセットを、CiteScore計
算パターンに加えて、3つのパターン
から選び、再計算と表示が可能になり
ました。

第三問 : Scopusで
確認することが出来
る、ジャーナルの評
価指標は次のどれか。

1. CiteScore
2. SJR (SCImago Journal Rank)
3. SNIP (Source Normalized

Impact per Paper)

https://www.elsevier
.com/ja-

jp/solutions/scopus
/features

こちらも併せて確認：

ジャーナルの検索結果の画面では、各タイトルのCiteScore、
SJR、SNIPを確認することができます。

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）
分野による引用のされやすさ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
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https://www.elsevier.com/__data/asset
s/pdf_file/0010/924544/2016_ETHICS_
brochure_LowResolution_nontrim_rev01
.pdf

こちらも併せて確認：

1本の研究論文を複数の論文に「切り分ける」こ
とを、「サラミ出版」または、「サラミ法」と呼
びます。

まったく同じデータを複数の出版論文で報告する
二重出版と異なり、サラミ法では、大規模な研究
を複数の出版論文に分割します。分割した各部分
は、研究の「スライス」と呼ばれます。

各「スライス」の仮説、母集団、方法が同じであ
る限り、許容されない行為です。2つ以上の「ス
ライス」は、決して出版してはなりません。

第四問 : 
1本の論文を複数の論文に切り分
けて発表する、出版倫理に反する
行為は何と呼ばれるか。

1. サラミ法
2. ハム法
3. ピザ法
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アラートを作成できる
ページ

手順

文献情報ページ
文献情報ページで [引用アラートを設定] をクリックします。[文献引用ア
ラートを設定] ポップアップが開きます。

論文評価指標ページ

1.論文評価指標ページで被引用数タブをクリックします。被引用数タブ
が開きます。
2.被引用数タブで [引用アラートを設定] をクリックします。[文献引用ア
ラートを設定] ポップアップが開きます。

著者詳細ページ
著者詳細ページで [引用アラートを設定] をクリックします。[著者引用ア
ラートを設定] ポップアップが開きます。

アラートページ

1.アラートページで [新規の文献引用アラートを設定] をクリックします。
文献検索ページが開きます。
2.文献検索ページで新しい検索を実行します。検索結果ページが開きま
す。
3.検索結果ページで文献タイトルをクリックすると、その文献の文献情
報ページが開きます。
4.文献情報ページで [引用アラート] をクリックします。[文献引用アラー
トを設定] ポップアップが開きます。

https://jp.service.
elsevier.com/app
/answers/detail/
a_id/25839/supp
orthub/scopus/

こちらも併せて確認：

ダウンロードは、ログ
インなしで、行うこと
ができます。

第五問：
Scopusにユーザ―登録してログインするとできることはどれか？

1. 自分が発表した論文が新しく引用されたら、メールで知らせ
てもらう

2. 自分の研究のキーワードを含む論文が新しく出版されたら、
メールで知らせてもらう

3. 自分の研究のキーワードを含む論文の本文を、各出版社の
Webサイトからまとめてダウンロードする

こちらも併せて確認：
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第六問 ：
粗悪学術誌（いわゆ
るハゲタカジャーナ
ルなど）をScopus
から排除するための
仕組みはどれか。

https://www.elsevier.com/ja-
jp/solutions/scopus/content-overview

こちらも併せて確認：

1.品質に関する基準を設け、それを満たし
た収録誌の出版物のみを収録している

2.毎年、基準を満たしていない収録誌を除
外するかどうかを審査している

3.独立したコンテンツ選定・諮問委員会が
審査を実施している

第七問：
論文がScopusに収
録されるための品質
基準について、正し
いものはどれか。

1.査読が行われ、定期的に出版されている
2.英語の抄録とローマ字表記の参考文献が
ある

3.エディターや著者の地域が多様である

コンテンツ収録の基本方針
外部の専門家集団によるコンテンツ選定・諮問委員会（Content Selection and Advisory Board: 
CSAB）を設置し、オープンかつ透明な収録ポリシーに基づいて収録を強化しています。
•コンテンツの収録および選定方針の詳細情報（英語）
Scopus収録を希望するタイトルの申請ページ
•Scopusへの収録を希望するジャーナルがありましたら、タイトル推薦フォームから申請してください。
ジャーナルタイトル選定基準1: 
タイトルは、以下の最低限の基準をすべて満たしている必要があります
•査読
•英語の抄録
•定期的な出版
•ローマ字表記の参考文献
•出版倫理の声明
ジャーナルタイトル選定基準2.
最低条件をクリアしたタイトルに対して、各種の追加情報が収集されます。
その後、CSABは、以下の14の量的、質的な選定基準に照らし合わせて審査し、
採用・不採用を決定します。
•ジャーナルの方針

• 説得力のある編集コンセプト/ポリシー
• 査読のタイプ
• エディターの地域的な多様性
• 著者の地域的な多様性

•コンテンツの質
• 研究分野への貢献
• 抄録の明瞭さ
• 表明されているaims & scopeと一致しているか
• 論文の読みやすさ

•ジャーナルの評判
• Scopusにおける被引用度
• エディターの評判

•定期的な出版
• 出版スケジュールに遅れがないこと

•オンライン対応
• コンテンツがオンラインで利用できること
• 英語のホームページがあること
• ホームページの質

https://www.elsevie
r.com/ja-
jp/solutions/scopus
/content-overview

こちらも併せて確認：

6
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https://jp.service.elsevier.com/ap
p/answers/detail/a_id/16214/sup
porthub/scopus

Field-Weighted Citation Impactは、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します。

Field-Weighted Citation Impact：

•FWCIがちょうど1とは、その論文が世界の平均とちょうど同じだけ引用されていることを
意味します。

•FWCIが1より大きいとは、その論文が世界の平均より多く引用されていることを意味しま
す。たとえば1.48 は、平均より48%多く引用されていることを意味します。

•FWCIが1より小さいとは、その論文が世界の平均より少なく引用されていることを意味し
ます。

FWCIは、分野間の研究行動の違いを考慮しています。これはどの分母にも適用できますが、
多くの異なる分野で構成される分母には特に有用です。

•医学や生化学などの分野で研究する研究者は通常、数学や教育などの分野で研究する研究
者と比較して、より多くの共著者と一緒により長い参考文献リストの論文をより多く発表
します。これは、研究の文化を反映しているもので、パフォーマンスを反映しているもの
ではありません。

•複数の分野で構成される分母では、医学と生化学の論文の影響が、数学と教育の論文の影
響より大きくなります。

•すなわち、補正されていない指標を使用すると、医学に重点を置く機関は、社会科学を専
門とする機関よりパフォーマンスが良好に見えることを意味します。

•FWCIの方法論は、このような分野の違いを考慮に入れます。

第八問：
論文のFWCIの定義
について、正しいも
のはどれか

1. FWCIが１のとき、同じ分野、出版
年、文献タイプの世界平均と同じ
水準の被引用数である

2. FWCIが３のとき、同じ分野、出版
年、文献タイプの世界平均の３倍
の水準の被引用数である

3. ２つの論文の被引用数が同じで
あっても、論文の分野、出版年、
文献タイプのいずれかが異なると
FWCIの値は異なる

こちらも併せて確認：
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こちらも併せて確認：

第九問：
インパクトが顕著に
大きい論文を探す際
には、どの指標を用
いればよいか？ 1. FWCI

2. 被引用ベンチマーキング
3. Topic Prominence

評価指標 説明

被引用数 被引用数はこの論文が何回引用されたかを示します。

分野で重み付けした被
引用数の影響

Field-Weighted Citation Impactは、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します。
FWCIがScopusの全論文の中で上位の論文は、トップ論文と呼ばれ
ます。例えば、FWCIが上位10%の論文は、トップ10%論文と呼ば
れます。

被引用ベンチマーク 被引用ベンチマーキングは、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キングを示します。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％に入っているこ
とを示します。
被引用ベンチマーキングは次の点を考慮しています:
• 出版日
• 文献タイプ
• ジャーナルの分野
被引用ベンチマーキングは18ヶ月のウィンドウで論文を比較し、
ジャーナルの分野の各々について別々に計算されます。被引用ベ
ンチマーキングは、3つの基準すべてと比較できた場合にのみ表
示されます。
注: 最低500件の類似した論文の集合が必要です。

https://jp.service.elsevier.com/ap
p/answers/detail/a_id/16073/sup
porthub/scopus/
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こちらも併せて確認：

第十問：
最近の注目度が高い
論文を探す際には、
どの指標を用いれば
よいか？

1. FWCI
2. PlumX
3. Topic Prominence

評価指標 説明

PlumX Metrics 研究の過程で、研究者はオンラインの「フットプリント」を残し
ます。Plum解析は、このフットプリントを採集して、各研究結果
（記事、議事録、書籍の章、ほか）の測定基準を分類します。そ
のような測定基準を総称してPlumX Metricsと呼びます。
測定基準を５項目（使用状況、キャプチャー、言及回数、ソー
シャルメディア、引用回数）に分類することで、PlumXは膨大な
測定基準データに意味を持たせ、類似の測定基準を比較し解析す
ることを可能にします。

Topic Prominence トピックとはドキュメントを構成する部分で、大きいものや、小
さいもの、新しいもの、古いもの、上昇傾向にあるもの、下降傾
向にあるものなど様々なものがあります。時間の経過とともに、
新しいトピックが出現します。
トピックの注目度を計算すると、トピックの勢いを示す3つの評
価指標が結合します。
n年とn-1年に出版された論文の n年における被引用数
n年とn-1年に出版された論文の n年におけるScopusでの表示回数
n年にジャーナルで出版された論文の被引用数の平均値
トピックは、これらの被引用パターンの注目度によってランク付
けされます。注目度は、ある研究分野におけるトピックの勢いを
示します。

https://jp.service.e
lsevier.com/app/a
nswers/detail/a_id
/27998/supporthu
b/scopus/

https://jp.service.e
lsevier.com/app/a
nswers/detail/a_id
/16073/supporthu
b/scopus/
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