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このウェビナーのゴール

• 目的に応じた(研究に適した)検索エンジンを知る。

• Scopusを使って重要論文を探すときに必要な情報を理解する。
(文献詳細・被引用数・FWCI・ベンチマーキングの見方、etc)

• 研究者評価・研究者分析で得られる情報を理解する。

• ジャーナルを選ぶ時に必要な情報を理解する。
(ジャーナル評価指標の見方)
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1日目 : 6/16

2日目 : 6/17



目次

Scopusをお勧めする５つの理由

はじめに - Scopusとは…?
(Scopusの概要/他データベースとの違い)

1. 簡単に、必要な文献を発見できる

2. 簡単に、評価の高い論文を特定できる
(+ アラート機能の活用)

3. 簡単に、研究テーマの分析ができる

4. 簡単に、研究者評価や研究者分析ができる

5. 簡単に、自分にあった投稿先を特定できる
(資料のみ Scopus Previewのご紹介)
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1日目 : 6/16

2日目 : 6/17



Scopus : 世界最大級の抄録・引用文献データベース

ジャーナル
タイトル

電子ジャーナルリ
スト、OPAC

抄録DB 抄録・引用文献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
れているか知る

論文本文を読む、
本文を検索する

項目

対応DB/
システム

使用目的

本文

参考文献

抄録

キーワード

論文タイトル

書誌情報

具体例

被引用数に
基づいた、
論文の重み
づけ、並べ
替えが可能

世界の5,000社
以上の出版社

出版社ごとの
データベース

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

抄録

キーワード

参考文献参考文献
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• 全分野、複数のコンテンツタイプを網羅

• グローバルなコンテンツ収集方針
− 105か国の5,000以上の出版社
− 40の本文言語
− 日本国内のタイトルは380以上

• 7,800万レコード

• 高精度の著者プロファイル、所属機関プロファイル
ジャーナル

査読誌 24,039
業界誌 294

- オープンアクセス誌 5,496
- Articles in Press  8,467
- MEDLINEを100%網羅

- 抄録 1800年代～
- 参考文献 1970年～
- 助成金情報

化学・
物理・工学
8,120
ヘルスサイ
エンス
7,064

ライフサイ
エンス
4,775

社会科学・
人文科学
9,978

会議録数 125,000
論文数 990万

工学、数学、物理、コン
ピュータ科学を中心に収録

ブックシリーズ 852
- チャプター数 170万

単行本・百科事典 240,000
- チャプター数 190万

全分野を収録、
社会科学と人文科学に焦点

書籍会議録

Scopus : 世界最大級の抄録・引用文献データベース

Scopus収録コンテンツの情報: https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content ジャーナル、ブックシリーズのタイトル数: ジャーナルタイトルリスト
2019.10 その他: Scopus.com 2020.3
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目次 : Scopusをお勧めする５つの理由

はじめに - Scopusとは…?
(Scopusの概要/他データベースとの違い)

1. 簡単に、必要な文献を発見できる

2. 簡単に、評価の高い論文を特定できる
(+ アラート機能の活用)

3. 簡単に、研究テーマの分析ができる

4. 簡単に、研究者評価や研究者分析ができる

5. 簡単に、自分にあった投稿先を特定できる
(資料のみ - Scopus Previewのご紹介)
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1日目 : 6/16
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① 研究テーマの分析 - Scopusへのログイン

: ご契約機関ネットワーク内から、www.scopus.com 経由でログイン。
または

: ご契約機関がリモートアクセスを認めている場合は、リモートアクセス用のID/PWでサイ
ンインします。
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② 研究テーマの分析 – 検索結果ページから[検索結果の分析] 8



③ 研究テーマの分析 –トレンド、第一人者、機関を特定。

出版年別の文献数

9



④ 研究テーマの分析 –トレンド、第一人者、機関を特定。

出版年別の文献数
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それでは

実際のScopus画面を確認してみましょう。

:トップページからの検索

:検索結果の分析



目次 : Scopusをお勧めする５つの理由

はじめに - Scopusとは…?
(Scopusの概要/他データベースとの違い)

1. 簡単に、必要な文献を発見できる

2. 簡単に、評価の高い論文を特定できる
(+ アラート機能の活用)

3. 簡単に、研究テーマの分析ができる

4. 簡単に、研究者評価や研究者分析ができる

5. 簡単に、自分にあった投稿先を特定できる
(+ Scopus Previewのご紹介)
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著者名、E-mail、所属機関、分野、参考文
献、共著者などのマッチングに基づいて、

論文を高い精度でグループ化

業界で最も強力な
アルゴリズムによる

名寄せ処理

マニュアルによる
フィードバック

著者フィードバックウィザード、名寄せ
サービス（PRS）など複数の
フィードバック手段を提供

Scopus著者プロファイル

Scopusの全文献

著者で検索する
① 著者識別機能 （様々な表記を 1 著者として名寄せ/区別）



著者で検索する
② 著者識別機能 （様々な表記を 1 著者として名寄せ/区別）

著者プロファイルへ
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複数の著者プロファイルを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フォームを使用



著者で検索する
③ 著者プロファイル

文献数と被引用数のトレンド

・ この著者が発表した文献リスト
・ この著者の文献を引用している文献リスト
・ 共著者リスト
・ トピック

文献数と著者分析
文献アラート
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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被引用回数合計と
引用分析

h indexと
h-graph



著者で検索する
④ 著者分析

著者分析
文献数（ジャーナル別、文献タイプ別、
出版年別、分野別）、h-index、被引用数、
共著者の情報をグラフ化して表示
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著者で検索する
⑤ 引用分析
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著者の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

引用分析
著者の自己引用・全著者の自己引用・書籍からの引用を除いても表示可能



著者で検索する
⑥ h-index/h-graph
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引用分析
著者の自己引用・全著者の自己引用・書籍からの引用を除いても表示可能

h-indexとは?
著者の論文数と被引用数から導き出す評価指
標。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。



それでは

実際のScopus画面を確認してみましょう。
:著者検索



目次 : Scopusをお勧めする５つの理由

はじめに - Scopusとは…?
(Scopusの概要/他データベースとの違い)

1. 簡単に、必要な文献を発見できる

2. 簡単に、評価の高い論文を特定できる
(+ アラート機能の活用)

3. 簡単に、研究テーマの分析ができる

4. 簡単に、研究者評価や研究者分析ができる

5. 簡単に、自分にあった投稿先を特定できる
(+ Scopus Previewのご紹介)
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ジャーナルタイトル 幅広さと高品質を両立

• Scopusの収録ジャーナルタイトルは、独立したコンテンツ選定・諮問委員会
（Content Selection & Advisory Board / CSAB）によって選定されます。

• CSABの委員は各分野の専門家であり、多くはジャーナルのエディターの経験者
です。

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board
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透明性のあるジャーナルタイトル選定基準

• Title Suggestion Formでタイトル申請を受け付けています。
https://suggestor.step.scopus.com

1) タイトルは以下のすべての最低限の基準を満たす必要があります:

2) 上記の条件を満たしたタイトルはCSABが14の基準に照らし合わせて審査します:

• 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

• 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

• Scopusにおける
被引用度

• エディターの評判

• 出版スケジュールに
遅れがない

• コンテンツがオンラ
イ

ンで利用できる
• 英語のホームページ

がある
• ホームページの質

ジャーナルの方針 コンテンツの質 ジャーナルの評判 定期的な出版 オンライン対応

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

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection
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自分にあった投稿先を特定できる① 収録誌の検索とブラウズ

23
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各タイトルのCiteScore、SJR、SNIPを確認
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

[オープンアクセス・ジャーナル]
[文献数]
[引用数]
[当該分野のトップ10％]
[収録誌のタイプ]
から絞り込みが可能。

分野
タイトル名
出版社
ISSNから指定して検索可能

収録誌の検索



自分にあった投稿先を特定できる② ジャーナル評価指標

 主な指標としては、CiteScore/ImpactFactor/SNIP/SJR
 あるジャーナルに出版された論文が特定の年に平均で何回引用されたかを示す

CiteScore 参考: Impact Factor

開発元 Elsevier Clarivate Analytics (旧 Thomson Reuters IP & 
Science)

データ Scopus Web of Science

対象期間 3年 2年 / 5年

対象文献 A = B
全文献

A ≠ B
A = 全文献
B = Citable Items (Articles & Reviews)

A A

B
B

2015年～2017年に出版された論文が
2018年に引用された回数

CiteScore 2018  =        
2015年～2017年に出版された論文数

2015 2016 2017 2018 20192014 2015 2016 2017 2018 20192014
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2016年と2017年に出版された論文が
2018年に引用された回数

Impact Factor 2018 =          
2016年と2017年に出版された論文数

※ 特定の論文の被引用数ではありません!



自分にあった投稿先を特定できる③収録誌詳細

CiteScore 2018

文献数、被引用数

CiteScoreTracker 2019
2019年の速報値（毎月更新）
→ 2020年夏にCiteScore 2018として固定

CiteScore presets : 文献タイプを
選択して指標表示
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ジャーナル評価指標を確認する
④ CiteScoreのランクとトレンド

CiteScoreとベンチマーキングの
トレンド

ジャーナルが複数の分野に分類されている場合は、
各分野のランクを確認できる
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それでは

実際のScopus画面を確認してみましょう。
:収録誌検索



自分にあった投稿先選択
ジャーナル比較
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自分にあった投稿先を特定できる – ジャーナル比較1

ジャーナル比較
複数のジャーナル間で、様々な要素で比較で
きます。
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自分にあった投稿先を特定できる – ジャーナル比較2

比較するタイトル名を入力・検索し、
選びます。
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CiteScoreの比較。



自分にあった投稿先を特定できる – ジャーナル比較2

様々な角度でジャーナル同士を分析・比較できます。
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資料のみ
Scopus Preview画面について
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Scopus Previewサイト

Scopusご契約外の方や、Scopusご契約登録ネットワーク以外から、
www.scopus.comにアクセスをした場合、Scopus previewページに遷移い
たします。
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お問い合わせ先

• エルゼビア・ジャパン株式会社 ヘルプデスク
• Tel: 03-5561-5035

https://jp.service.elsevier.com/app/overview/scopus/
(日本語お問い合わせフォーム)

• 使い方ガイドページ
• http://www.elsevier.com/jp/scopus/users
• 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://www.elsevier.com/jp/trainingdesk 

• Scopusタイトル収録の申請
• http://suggestor.step.scopus.com

Scopusクイックレファレンスガイド
(http://jp.elsevier.com/online-
tools/scopus/users)
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いただいたご質問への回答 (匿名でいただいたご質問)

(ご質問1)
"Bookからの引用を除く”という絞り込み機能は、どのような効果・探し方を
意図したものでしょうか?
(回答)
ジャーナルが出版の対象としている、[未発表の新しい研究]の根拠として引
用されている文献がどのくらいあるか等に用いられることを意図しておりま
す。

(ご質問2)
プレプリントの論文の情報が収録がされていないのは何か理由があるので
しょうか。
(回答)
プレプリントの論文は、Scopusにも今後収載の予定で開発中です。


