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 Scopus マッチングポータルとは? 

Scopus マッチングポータルは、大学改革支援・学位授与機構が 2020 年度に実施する第 3 期中期目標期間

の教育研究評価（4 年目終了時評価）における研究業績水準判定（以下「研究業績水準判定」という。）のた

めに開発されました。本ポータルは、国立大学法人等が Scopus を検索し、研究業績説明書に記述する代表

的な研究成果・成果物を引用情報等を参考にして選定することに利用できます。 

1.1 データソースと収録範囲 

Scopus は、世界 5,000 以上の出版社の 39,100 以上の逐次刊行物（アクティブタイトルは 24,500 以上）、

120,000 以上の会議録、210,000 以上のブックを収録しています。 

Scopus は、あらゆる学術文献を網羅しているわけではなく、収録すべき逐次刊行物（すなわちジャーナル、 

ブックシリーズ、シリーズの会議録）を選定したデータベースです。Scopus に収録すべきかどうかの判断は、

いくつかの最低限の基準と、科学的な厳密さと質の基準とに基づいており、各分野の専門家で構成される独

立したコンテンツ選定・諮問委員会（Content Selection & Advisory Board）によって選定されます。この選定

プロセスの詳細については、以下を参照してください。 

→ https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content 

Scopus に収録されている逐次刊行物のタイトルおよび出版年は、以下でご確認いただけます。 

Scopus 収録誌リスト 

→ https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/ext_list_october_2019.xlsx 

Scopus 収録誌ページ 

→ https://www.scopus.com/sources 

1.2 引用情報等の提供 

大学改革支援・学位授与機構の評価者は、Scopus マッチングポータルに表示されるものと同じ引用情報等

を参照します。引用情報等は、「研究業績説明書」の提出期限である 2020 年 4 月 24 日まで毎週更新されま

す。 

1.3 対応ブラウザ 

Scopus マッチングポータルは、Chrome、FireFox、Edge、Safari のブラウザで利用できます。 

 

  



 
 
 
  
 
 

 

 
 

4 

 はじめに 

2.1 新しいアカウントの作成 

登録ユーザーのみが Scopus マッチングポータルを使用できます。アカウントは、以下の手順に従って簡単に

作成することができます。 

 

1) ホームページ https://niad.analytics.elsevier.com にアクセスします。      

2) 「利用開始」 または 「アカウントを作成」 をクリックします。 

3) 次のページで、国立大学法人等のメールアドレス（Gmail 等のフリーアドレスやご自宅のアドレス等は使

用できません）を入力し、パスワードを設定します。 

4) 確認メールが送信されます。確認メール内のリンクをクリックし、メールアドレスを確認します。 

5) アカウントが作成されます。 
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2.2 サインイン 

 

1) ホームページ https://niad.analytics.elsevier.com にアクセスします。      

2) ページ右上の 「サインイン」 をクリックします。 

3) メールアドレスとパスワードを入力し、Scopus マッチングポータルにサインインします。 

2.3 パスワードのリセット 

1) ページ右上の 「サインイン」 をクリックします。 

2) サインインのページで、「パスワードを忘れたら？」 をクリックします。 

3) 次のページで、Scopus マッチングポータルに登録したメールアドレスを入力します。 

4) 確認メールが送信されます。確認メール内のリンクをクリックし、新しいパスワードを設定します。 
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 文献の検索 

サインインすると、トップメニューに 「文献を検索」 と 「バルク検索」 が表示されます。 

 

文献を 1 つずつ検索するためには、「文献を検索」 をクリックしてください。詳細は、「3.1 シングル検索」 に進

んでください。 

複数の文献の書誌情報を含んだ CSV ファイルをインポートして一括で検索するためには、「バルク検索」をク

リックしてください。詳細は、「3.2 バルク検索」 に進んでください。 
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3.1 シングル検索 

文献を 1 つずつ検索するためには、シングル検索を使用します。 

1) トップメニューの「文献を検索」 をクリックします。 

 

2) いくつかのフィールドに入力して検索します。入力フィールドの詳細については、p.10  「入力フィールドの

説明」 を参照してください。 

DOI（Digital Object Identifier）で文献を正確に識別することができます。また、Scopus EID による文献

検索もできます。Scopus EID は、Scopus レコードを特定するために使用される固有の識別子であり、 

文献を検索するための最も正確な方法です。DOI または Scopus EID を使用できる場合は、この方法で

文献を検索することをおすすめします。 

DOI または Scopus EID を使用できない場合、または使用しても文献が見つからない場合は、他の書誌

情報の組み合わせで検索してください。 

文献は、入力した書誌情報に基づいて、以下の順序でマッチングされます。 

1. Scopus EID 

2. DOI 

3. ISSN AND 巻 AND （開始ページ AND/OR 論文番号） 

4. 文献タイトル AND 出版年 

5. 著者名 AND 出版年 AND （開始ページ AND/OR 論文番号） 

上記の順序は、検索結果の信頼性も示しています。たとえば、Scopus EID または DOI で検索してマッチ

した論文が最も信頼性の高い検索結果となります。一方、5 の結果は、Scopus からの複数の論文が一

致する（すなわち、著者名、出版年、開始ページが同じである文献が存在する）可能性があります。この

場合、正しい文献を選択する必要があります。 
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3) 検索結果として、入力した書誌情報にマッチした 1 件または複数の文献のリストが表示されます。 

「文献の詳細を表示」 をクリックすると、その文献の書誌情報および引用情報等が表示されます。 

引用情報等の詳細については、p.11 「引用情報等の説明」をご参照ください。 
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4) 入力した書誌情報によっては複数の結果が表示されることがあるので、それぞれの結果を確認し、正し

い文献を選択してください。「検索の詳細を表示する」 をクリックすると、入力した書誌情報のどの部分が

この Scopus レコードと一致したかが黄色のハイライトで表示されます。 

 

 

 

間違った Scopus レコードがヒットした場合は、入力する書誌情報を修正して（たとえば Scopus EID や

DOI などのより正確で信頼性の高い情報を使用して)、再度お試しください。 

また、Scopus データに以下のような問題がある場合もあります。 

1. 探している文献が Scopus に収録されていない 

2. Scopus レコードの書誌情報が正しくない、または欠落している 

3. 重複する Scopus レコードが存在する 

これらの場合は、必要に応じて Scopus データの修正をリクエストしてください。リクエスト方法の詳細に

ついては、p.20 「4. コンテンツ修正およびお問い合わせ」を参照してください。 

参
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入力フィールドの説明 

a) Scopus EID  
Scopus レコードに付与される固有の識別子。Scopus EID は、常に「2-s2.0-」で始まります。 

b) DOI  
文献の DOI（Digital Object Identifier） 

c) ISSN 

文献が発表された逐次刊行物の国際標準逐次刊行物番号 

d) 巻（Volume） 

文献が発表された逐次刊行物の巻（Volume） 

e) 開始ページ 

文献が発表された逐次刊行物の最初のページ 

f) 出版年 

文献が発表された年 

g) 論文番号 

ページ番号の代わりに使用される固有の論文番号 

h) 文献タイトル 

論文または書籍のタイトル 

i) 著者名 

DOI や Scopus EID が不明で、他の書誌情報も少ない場合には、検索結果の信頼性を高めるため、 

第一著者または全著者の姓（Last Name）＋イニシャルを入力してください。区切り文字はコンマを使用し

てください。 

例: Tanaka T, Murakami K, Bando Y, Yoshida S 
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引用情報等の説明 

 

※ 被引用数 

この文献が引用された回数です。Scopus の被引用数は、Scopus に収録されている文献による引用に

限定されます。 

※ CiteScore 

あるジャーナルに出版された文献が特定の年に平均で何回引用されたかを示す指標です。 CiteScore

の計算はシンプルで、1 文献あたりの平均被引用数に基づいています。ある 1 年の間にその前の 3 年間

に出版された文献が引用された回数を、同じ 3 年間に出版された文献数で割ることによって算出します。 

CiteScore の詳細情報は、以下を参照してください。 

→ https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/scopus/citescore 

※ 論文指標 

論文の被引用数の分野別パーセンタイルです。同じ出版年および同じ分野の論文群において被引用数

が上位何％にあたるかを示します。論文の分野は、掲載ジャーナルが分類されている分野によって決定

され、掲載ジャーナルが複数分野に分類されている場合は、パーセンタイルが上位の 3 つの分野の指標

が提示されます。 

※ ジャーナル指標 

論文の掲載ジャーナルの CiteScore 2018 の分野別パーセンタイルです。同じ分野のジャーナル群にお

いて CiteScore 2018 が上位何％にあたるかを示します。掲載ジャーナルが複数分野に分類されている

場合は、パーセンタイルが上位 3 つの分野の指標が提示されます。 

  

a 

b 

c d
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3.2 バルク検索  

バルク検索では、複数の文献の書誌情報（DOI、著者名、文献タイトル、巻、出版年など）を含んだ CSV ファ

イルをインポートして一括で検索することができます。最大 1.5MB のファイルをインポートできます。 

 

1) トップメニューの 「バルク検索」 をクリックします。 

2) 「テンプレートをダウンロード」 から CSV ファイルのテンプレートをダウンロードします。 

3) テンプレートを Excel で開いて文献の書誌情報を入力します。入力フォーマットについては、p.15  「入力

フォーマットの説明」 を参照してください。 

4) CSV ファイルを保存する際は、ファイルの種類を「CSV UTF-8 (コンマ区切り)」としてください。 

 

※   お使いの Excel のバージョンで上記の種類が選択できない場合は、以下 a)～c) の方法をお試しくだ 

さい。 

a) ファイルの種類を「CSV (コンマ区切り)」で保存する。 
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b) 保存したファイルを「プログラムから開く」より、「メモ帳」で開く。 

c) 文字コードを「UTF-8 (BOM 付き)」（この選択肢がない場合は「UTF-8」）として保存する。 

 

5) 準備した CSV ファイルを長方形のアップロード領域にドラッグ＆ドロップするか、アップロード領域をクリッ

クして PC 上の CSV ファイルを選択します。 

6) アップロードが完了すると、「インポートして検索」 ボタンが有効になるので、クリックして続行します。 

 

※ 上記の方法をお試しいただいてもアップロードができない場合は、サポート窓口にて対応いたしますの 

で、エルゼビア・ジャパン株式会社（niad_support@elsevier.com）に該当のファイルをお送りください。 

7) 通常、ファイルの処理には数分かかります。処理が完了すると、サインインに使用したメールアドレスにメ

ールが送信されます。 
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8) 「検索履歴」 をクリックすると、アップロードしたファイルの処理状況や以前の検索結果を確認できます。 

「検索結果をエクスポート」 をクリックすると、CSV ファイルのダウンロードが開始します。このファイルに

は、検索した文献の引用情報等が含まれています。CSV ファイルの詳細については、p.17 「出力フォー

マットの説明」 を参照してください。 

 

9) ダウンロードした CSV ファイルは Excel で開くことができます。 

注：著者数が非常に多い文献が含まれている場合、その文献を Excel で正しく読み込むことができない

場合があります。その場合は、Excel の「データメニュー」の「テキストまたは CSV から」で読み込んでくだ

さい。 

 

 

  

間違った Scopus レコードがヒットした場合は、入力する書誌情報を修正して（たとえば Scopus EID や

DOI などのより正確で信頼性の高い情報を使用して)、再度お試しください。 

また、Scopus データに以下のような問題がある場合もあります。 

1. 探している文献が Scopus に収録されていない 

2. Scopus レコードの書誌情報が正しくない、または欠落している 

3. 重複する Scopus レコードが存在する 

これらの場合は、必要に応じて Scopus データの修正をリクエストしてください。リクエスト方法の詳細に

ついては、p.20 「4. コンテンツ修正およびお問い合わせ」を参照してください。 
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入力フォーマットの説明  

ダウンロードしたテンプレートの CSV ファイルを Excel で開きます。ファイルには、あらかじめ以下のような列

見出しが入力されています。 

 

このフォーマットは、「研究業績説明書」 の情報を C 列から I 列にそのままコピー＆ペーストできるようになっ

ています。貼り付けの際は、「値」の貼り付けとしてください。なお、文献以外の代表的な研究成果・成果物が

含まれていてもシステム上、支障ありません。また、セル内改行（Alt + Enter キー）は使用しないでください。 

CSV ファイルに入力する際は、以下のガイドラインに従ってください。 

A. input_internal_id 

管理用の独自の ID を入力できます。Scopus EID がわかっている場合は、このフィールドに EID を追加する

ことをおすすめします。 

input_internal_id 説明 

internal-ID-15 
文献を単一に識別するために独自の内部 ID を入力できま

す（例えば、大学の研究者データベースの情報など）。 

2-s2.0-85073040546 

Scopus EID がわかっている場合は、内部 ID の代わりに

Scopus EID を入力することができます。Scopus の検索結

果の精度が最も高くなるため、これをおすすめします。 
Scopus EID は、常に「2-s2.0-」で始まります。 

internal-ID-15 | 2-s2.0-85073040546 
内部 ID と Scopus EID の両方を入力することもできます。

区切り文字はスペースまたは特殊文字（ | ;  , ）を使用してく

ださい。 

 
B. input_issn 

ISSN は 8 桁のコードで、逐次刊行物を識別するために使用されます。 

input_issn 説明 

0317-8471 ISSN を入力します 

0317-8471 | 1050-124X  
複数の ISSN を入力できます。区切り文字は | を使用してく

ださい。 

 
C. input_authors 

文献の著者名を入力します。 

input_authors 説明 

Tanaka T, Murakami K, Bando Y, Yoshida S. 

DOI や Scopus EID が不明で、他の書誌情報も少な

い場合には、第一著者または全著者の姓（Last 
Name）＋イニシャル（区切り文字はコンマを使用）が

入力されていると、検索結果の信頼性を高めることが

できます。 
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D. input_title 

文献のタイトルを入力してください。 

input_title 説明 

Minocycline reduces remyelination by suppressing 
ciliary neurotrophic factor expression after 
cuprizone-induced demyelination. 

文献の正確なタイトルを入力してください。 

 
E. input_source 

文献が発表された出版物の名前です。 

input_source 説明 

Journal of Neurochemistry 文献が掲載されている出版物の名前を入力します。 

 
F. input_volume-issue 

巻と号の組み合わせです。最初の数字が巻として使用されます。 

input_volume-issue 説明 

Volume 21, Issue 4 または 21(2) 巻（Volume）と号（Issue）の組み合わせを入力します。 

 
G. input_page_start-end 

文献の開始ページです。最初の数字が開始ページとして使用されます。 

input_page_start-end 説明 

259 開始ページだけを入力すれば十分です。 

259-262 
開始ページと終了ページの両方をハイフンで区切って入力

することもできます。 

 
H. input_year 

文献の出版年 

input_year 説明 

2018 出版年を 4 桁で入力します。 

 
I. input_doi 

文献の DOI 

input_doi 説明 

10.1111/jnc.12289 
文献の DOI を入力します。DOI: や https://doi.org/ などの

文字列は不要です。 
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出力フォーマットの説明  

検索結果としてエクスポートした CSV ファイルには、マッチングされた文献の書誌情報と引用情報等が含ま

れます。 

列 列見出し 説明 

A inward_url Scopus マッチングポータルにおける文献の URL 

B scopus_url Scopus レコードの URL 

C input_internal_id 

これらの列には、入力ファイルの書誌情報が確認

のために表示されています。 

D input_issn 

E input_authors 

F input_title 

G input_source 

H input_volume-issue 

I input_page_start-end 

J input_year 

K input_doi 

L match_title_levenshtein 
入力したタイトルと、マッチした文献のタイトルとの

類似度（レベンシュタイン距離） 

M match_timestamp この検索が実行されたタイムスタンプ 

N match_status 
文献のマッチングが成功したかどうかを示すステー

タス。ステータスのタイプについては、p.19 「検索結

果のステータス」 を参照してください。 

O match_article_number 論文番号 

P match_document_type 文献タイプ 

Q match_issn ISSN 

R match_eid Scopus EID 

S match_authors 著者名 

T match_title 文献タイトル 

U match_source 出版物 

V match_volume-issue 巻（Volume） - 号（Issue） 

W match_page_start-end 開始ページ - 終了ページ 

X match_year 出版年 

Y match_doi DOI 

次ページに続く 
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列 列見出し 説明 

Z Z 
常に空欄です。S 列から Y 列の情報を「研究業績

説明書」に貼り付ける場合は、Z 列まで含めると、 
正しくコピー＆ペーストできます。 

AA citation_count 被引用数 

AB subject_1_name 被引用数のパーセンタイルが最も高い分野 

AC subject_1_top_percentile 
被引用数パーセンタイルが最も高い分野における

パーセンタイル 

AD subject_2_name 被引用数のパーセタイルが二番目に高い分野 

AE subject_2_top_percentile 
被引用数のパーセンタイルが二番目に高い分野に

おけるパーセンタイル 

AF subject_3_name 被引用数のパーセンタイルが三番目に高い分野 

AG subject_3_top_percentile 
被引用数のパーセンタイルが三番目に高い分野に

おけるパーセンタイル 

AH metric_timestamp 指標のタイムスタンプ 

AI citescore_2018 文献が掲載されたジャーナルの CiteScore 2018 

AJ top_journal_subject_1 CiteScore 2018 のパーセンタイルが最も高い分野 

AK top_journal_percentile_1 
CiteScore 2018 のパーセンタイルが最も高い分野

におけるパーセンタイル 

AL top_journal_subject_2 
CiteScore 2018 のパーセンタイルが二番目に高い

分野 

AM top_journal_percentile_2 
CiteScore 2018 のパーセンタイルが二番目に高い

分野におけるパーセンタイル 

AN top_journal_subject_3 
CiteScore 2018 のパーセンタイルが三番目に高い

分野 

AO top_journal_subject_3 
CiteScore 2018 のパーセンタイルが三番目に高い

分野におけるパーセンタイル 
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検索結果のステータス  

検索結果としてエクスポートした CSV ファイルに、以下のいずれかのステータスが表示されます。ステータス

の定義は以下のとおりです。 

a) Successfully matched 

検索した文献が Scopus で見つかりました。検索結果は入力した書誌情報と一致します。 

b) Insufficient data / Insufficient metadata provided 

入力された書誌情報が不完全であり、Scopus レコードとマッチさせるために必要な情報が不足していま

す。Scopus のマッチングアルゴリズムでは、一致するレコードを見つけることができませんでした。 

c) No matches found 

検索した文献が Scopus で見つかりませんでした。入力した書誌情報が正しいかどうかを確認し、必要に

応じて書誌情報を修正して再度検索してください。Scopus に収録されているべき文献が見つからない場

合や、Scopus の書誌情報が間違っている場合は、コンテンツの修正をリクエストしてください。リクエスト

方法の詳細については、「4.2 コンテンツ修正のタイプ」 および 「4.3 コンテンツ修正のリクエスト方法」 を

参照してください。 

d) Multiple matches found 

入力した書誌情報が不完全であるため、Scopus で 1 つのレコードを特定することができず、複数のレコ

ードがマッチしました。書誌情報を見直して、再度検索してください。 

非常にまれに、同じ文献に対して複数の Scopus レコードが存在することがあります。このような場合は、

重複するレコードを 1 つのレコードにまとめることをリクエストしてください。リクエスト方法の詳細について

は、「4.2 コンテンツ修正のタイプ」 の 「2) 重複レコード」 および 「4.3 コンテンツ修正のリクエスト方法」 を

参照してください。 

e) Something went wrong 
何らかのエラーが起こりました。もう一度ファイルをアップロードするか、シングル検索を使用して、入力し

た書誌情報に問題があるかどうかをご確認ください。 
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 コンテンツ修正およびお問い合わせ 

4.1 Scopus コンテンツの修正リクエスト 

Scopus マッチングポータルで検索した結果、Scopus のコンテンツに問題があることがわかった場合は、 

修正をリクエストすることができます。「4.2 コンテンツ修正のタイプ」 では、データ修正の主な 4 つのタイプ、

および修正をリクエストする前におすすめするチェック項目を説明しています。「4.3 コンテンツ修正のリクエス

ト方法」 では、オンラインフォームを使用して修正をリクエストする方法について説明しています。 

オンラインフォームで修正をリクエストする際は、「件名（Subject）」 欄の最初に 「NIAD:」 を入力することをお

すすめします。これにより、Scopus カスタマーサポートがお客様のリクエストを優先的に処理し、できるだけ迅

速に処理されるようになります。 

4.2 コンテンツ修正のタイプ 

1) 文献の欠落 

探している文献が Scopus の収録対象のタイトルおよび出版年であるにもかかわらず Scopus に見つか

らない場合は、文献の追加をリクエストすることができます。以下の情報も参照してください。 

→ https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14595/supporthub/scopuscontent/p/12695/ 

Scopus の収録ポリシーについては、以下を参照してください。 

→ https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content 

文献の追加をリクエストする前に、以下のいずれかを確認し、その文献が Scopus の収録対象のタイトル

および出版年であることをご確認ください。 

Scopus 収録誌リスト 

→ https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/ext_list_october_2019.xlsx 

Scopus 収録誌ページ 

→ https://www.scopus.com/sources 

探している論文が Scopus の収録対象外のタイトルまたは出版年に掲載されている場合は、Scopus へ

の追加をリクエストすることはできません。また、文献タイプが Scopus の収録対象外である場合（たとえ

ば Book Review、Conference Abstract）も追加をリクエストすることはできません。Scopus の収録対象

の文献タイプについては、「付録 A. Scopus の文献タイプと特徴」 を参照してください。 

2) 重複レコード 

非常にまれに、同じ論文に対して Scopus に複数のレコードがあり、被引用数が分散してしまっている場

合があります。このような重複レコードは、1 つのレコードにまとめるようにリクエストできます。 

3) 不完全または不正確な書誌情報 

不完全または不正確な書誌情報には、DOI の欠落または間違い、不正確な論文タイトル、巻、号、ペー

ジ番号、論文番号の間違い、著者名の欠落またはスペルの誤りなどの可能性があります。このような書

誌情報については、情報の追加または修正をリクエストできます。以下の情報も参照してください。 

→ https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14593/c/14662/supporthub/scopuscontent/ 
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4) 引用の欠落 

文献に対する引用が欠落している場合は、引用関係の修正をリクエストできます。修正をリクエストする

前に以下をご確認ください。1) 引用している文献が Scopus に収録されていることをご確認ください。 

引用している文献が Scopus の収録対象のタイトルおよび出版年であるにもかかわらず Scopus に見つ

からない場合は、文献の追加をリクエストしてください。2) 引用している文献が Scopus に収録されてい

る場合は、引用している文献の書誌情報（DOI、著者名、論文タイトル、出版年など）を提供することによ

って、引用している文献がどれであるかを正確にご連絡ください。引用している文献のリストは、オンライ

ンフォームの入力時に Excel ファイルとして添付できます。以下の情報も参照してください。 

→ https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14553/c/14692/supporthub/scopuscontent/ 

4.3 コンテンツ修正のリクエスト方法 

4.2 で説明したコンテンツ修正のリクエストは、以下のオンラインフォームから行ってください。 

英語: https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopuscontent/ 

日本語: https://jp.service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopuscontent/ 

オンラインフォームの 「お問い合わせ理由（Contact reason）」 の欄で修正リクエストのタイプを指定できま

す。今回の研究業績水準判定では 4.2 の 4 つのタイプの修正のみが関連し、著者プロファイルや所属機関プ

ロファイルは関連しないので、これらのタイプの修正リクエストを行う必要はありません。  

オンラインフォームの 「件名（Subject）」 行の最初に 「NIAD:」 を入力することをおすすめします。これにより、

Scopus カスタマーサポートがお客様のリクエストを優先的に処理し、できる限り迅速に処理されるようになり

ます。 

4.4 コンテンツ修正に必要な時間 

修正リクエストが処理され、Scopus に修正が反映されるまでに約 4 週間かかります。文献の追加のリクエス

トの場合は、フルテキスト PDF を入手できるまでの時間によって、修正が遅れる可能性があります。 

研究業績説明書の提出期限が 2020 年 4 月 24 日であることを考慮し、遅くとも 2020 年 3 月 15 日までには

修正をリクエストすることをおすすめします。 

4.5 その他のお問い合わせ 

その他、サポートが必要な場合は、エルゼビア・ジャパン株式会社（niad_support@elsevier.com）までお問

い合わせください。日本語でのサポートとなっており、営業日の 24 時間以内に最初の返信をするようにいた

します。 
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付録 A. Scopus の文献タイプと特徴 

Article （ar） 原著論文、オリジナルの研究または意見 

査読ジャーナルに掲載される論文は通常数ページの長さがあり、多くの場合、Abstract、Introduction、

Materials & Methods、Results、Conclusions、Discussion、References のセクションで構成されます。 

ただし、Case Reports、Technical and Research Notes、Short Communications も原著論文と見なされ、 

1 ページ程度の長さの場合もあります。Trade Journals の場合は、査読ジャーナルよりも短く、1 ページ程度

の長さの場合もあります。 

Book （bk） 単行本またはブック全体 

この文献タイプはブック全体に割り当てられます。 

Book Chapter （ch） ブックチャプタ 

ブックまたはブックシリーズの章。見出しまたはセクションによって章として識別されます。 

Conference Paper （cp） 会議やシンポジウムで発表された報告 

会議録は、会議で発表された報告であり、長さは問いませんが、会議抄録は除外されます。会議録の長さと

内容は、完全な論文から、会議のサマリーや短い文献で長さが 1 ページ程度のものまで様々です。 

Editorial （ed） 複数の論文のサマリーであり、編集者の意見やニュースを提供するもの 

エディトリアルは、通常、Editorial、Introduction、Leading Article、Preface、Foreword などであり、目次の最

初に掲載されます。 

Erratum （er） 過去に発表された論文の誤り、訂正、撤回の報告 

エラータムは、過去に同じジャーナルに掲載された論文の誤り、訂正、撤回を引用した短い文献であり、オリ

ジナルの論文への参照が提供されます。 

Letter （le） 編集者へのレター 

レターは、個々のレターまたは返信です。個々のレターまたは返信は、1 つの文献として扱われます。 

Note （no） 注記、ディスカッション、コメント 

ノートは、他の文献タイプとしての分類に適さない短い文献です。著者、所属機関、参考文献などが、他の文

献タイプの特徴と共通する場合も共通しない場合もあります。論文に続く Discussions や Commentaries は

ノートと定義され、それ自体が独立した文献と見なされます。また、他の（翻訳である場合も多い）論文に関す

る質問、回答、コメントも含まれます。 

Review （re） オリジナル研究の重要なレビュー 

レビューには通常、広範な書誌情報が含まれます。特定の問題をレビューする教育的な文献もレビューと見

なされます。原著論文ではないため、レビューには、Materials & Methods や Results などの原著論文の最も

特徴的な部分がありません。 

Short Survey （sh） オリジナル研究の短いレビュー 

ショートサーベイは、レビューに似ていますが、通常はレビューよりも短く（数ページ以下）、書誌情報の量が少

ない傾向があります。 


