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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
(+ Scopus Previewのご紹介)
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1日目 : 6/16

2日目 : 6/17



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



Scopus 世界最大級の抄録・参考文献データベース

• 研究業績を追跡、分析、視覚化するための各種機能・ツールを提供
:[収載タイトル] – 24,000タイトル以上のジャーナル、24万タイトル以上のebook
:[文献] – 7,800万以上の文献
:[著者] – 1,600万以上の著者プロファイル

17億+ 参考文献（1970～）

5000+
出版社

24,000+
逐次刊行物

240,000+
ブック

7,800万+
文献

1,600万
著者

プロファイル

~70,000
所属機関

プロファイル

どのジャーナルを読むべきか、投稿すべきかを特定

研究者が被引用数とh-indexを管理するのを支援

どの研究テーマで誰とコラボレーションすべきかを検討

研究のインパクト、世界の研究のトレンドをモニター

世界でどのような研究が行われているのかを知る

自分の研究テーマを差別化し、アイデアを見つける

Scopusデータの提供方法: Scopus.com、Scopus APIs、Scopus Custom Data、SciVal.com、Pure
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 Scopus収録タイトルは査読誌。
 Scopus収録タイトル情報はHP上で公開。

世界最大級の抄録・引用文献データベース
世界5,000社以上の出版社の24,000誌以上のジャーナル

Scopusとは？
①無料検索ツールとの比較
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• 論文タイトル（Title）
• 書誌情報（ジャーナルタイトル、著者名、

所属機関、出版年、巻号ページ）
• 抄録（Abstract）
• キーワード（Keywords）

• 本文
• 序文（Introduction）
• 方法（Methods）
• 結果（Results）
• 考察（Discussions）

• 参考文献（References）

Scopusとは？
② 学術論文の一般的な構造
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Scopusとは？
③ 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とは？
④ 世界最大規模の収録範囲 全分野・各種資料タイプを網羅

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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https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content


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でログ
インします。
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http://www.scopus.com/
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基本的な検索の流れ
① 検索の開始

検索画面選択

検索対象項目
検索語を入力

英語、中国語、ロシア語インターフェースに切り替え
※ ログイン後に切り替えると、設定を記憶
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基本的な検索の流れ
② 検索結果ページ1

クリックすると
論文情報のページへ

クリックすると
著者情報のページへ

クリックすると
ジャーナル情報
のページへ
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ヒット数



初期状態では
出版年順（新しい順）

内訳表示・絞り込み

基本的な検索の流れ
③ 検索結果ページ2 (検索結果の並べ替え・絞り込み)
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基本的な検索の流れ
④ 検索結果ページ3（フルテキストリンクと抄録表示）

抄録＋参考文献ページへ

抄録を検索結果内
に表示
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カスタマイズリンク
（機関で設定）

出版社サイトの
フルテキストへ



基本的な検索の流れ
⑤エクスポート

エクスポート
したい文献を
選択

Mendeley、RefWorks、EndNoteなど
主要な文献管理ツールに対応しています
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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

:検索結果表示

:検索結果ページ情報確認



基本的な検索の流れ
⑥文献情報ページ1 (画面はサンプル画面です)
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保存・印刷等に関する機能

収録誌・著者等の情報

抄録情報 参考文献情報

被引用数
(論文評価指標)

アラート設定
(引用された際にア
ラート受信)



基本的な検索の流れ
⑥文献情報ページ2
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Topic Prominence
研究の注目度を確認できるTopic Prominence

関連文献
同じ参考文献・著者・キーワードの文献を確認

参考文献



それでは

実際のScopus画面を確認してみましょう。

:文献詳細ページの各機能
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インパクトが高い論文を調べる
① 時間軸も追える強力な引用機能

対象論文

参考文献
--------------------
--------------------
--------------------

参考文献
--------------
--------------
--------------

参考文献
--------------
--------------
-------------- 参考文献

--------------
--------------
---------------

【未来】
対象論文を引用している文献
対象論文以降に発行された論文参考文献

--------------
--------------
-------------- 参考文献

--------------
--------------
--------------

参考文献
--------------
--------------
--------------

【過去】
対象論文が引用している参考文献
対象論文以前に発行された論文

被引用数

一般に、
引用される回数が多い論文がイン

パクトの高い重要な論文
であるとみなされます
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インパクトが高い論文を調べる
② 被引用数を評価する際の注意点

論文の被引用数の平均は、分野、出版年、文献タイプによって異なります
分野別

2014-2018の文献の分野別の平均被引用数（全文献タイプ） 2014-2018の文献の出版年別・文献タイプ別の平均被引用数

データソース: SciVal（Scopusデータ 2020.2.12）

出版年別・文献タイプ別



インパクトが高い論文を調べる
② 被引用数を評価する際の注意点

論文の被引用数の平均は、分野、出版年、文献タイプによって異なります
分野別

データソース: SciVal（Scopusデータ 2020.2.12）

対象論文

参考文献
--------------------
--------------------
--------------------

被引用数 : 12

仮に
Chemistryの分野で出版であれ
ば、平均的な引用回数。

Arts and Humanitiesの分野の
出版であれば、平均の6倍の多
い引用。



インパクトが高い論文を調べる
④Scopusで確認できる論文評価指標– 被引用数に加えて

論文指標1. Field-Weighted Citation Impact (FWCI)

: 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
を示す。
平均値: 1を上回る論文は、平均よりも多く引用されている。

論文指標2.被引用ベンチマーキング

: 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クを示す。
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。
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インパクトが高い論文を調べる
⑤ 被引用数で並べ替える

被引用数をクリックすると、
その論文を引用している
文献リストを表示
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並び替え
[被引用数(多い順)]を選ぶ



インパクトが高い論文を調べる
⑥ 被引用ベンチマーキングとFWCI

世界平均1.0に対してのインパクト値と
FWCIにおけるベンチマーキングを示します。
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インパクトが高い論文を調べる
⑦ altmetrics 被引用数以外の評価指標
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28

Mendeleyユーザによる文献保存、
ソーシャルメディアによる言及
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ユーザー登録による
パーソナル機能 - Scopus



31アラート等のパーソナル機能を利用するにはユーザー登録/サインインが必要です。
ユーザー名/パスワードはScienceDirect/Mendeleyと共通です。



パーソナル機能を利用する – 例1
E-mailアラート (検索結果ページからのアラート)

検索結果の画面から、
: 検索条件に合致する新しい論文が搭載されたときにメールによる
通知を受信します。

※ 検索式を保存し、後で再利用することが出来ます。
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パーソナル機能を利用する – 例2
E-mailアラート (文献情報ページからのアラート)

検索結果の画面から、
: 検索条件に合致する新しい論文が搭載されたときにメールによる
通知を受信します。

※ 検索式を保存し、後で再利用することが出来ます。

各文献の画面から、
: この文献が他の文献に引用された時にメールでアラートを受信し
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)
Scival Topic Prominence のご説明で、この論文の、と説明されたのですが、
その直前のご説明で、このトピックの、とのご説明もございました。同じ
COVIDの論文で被引用文献最多の論文と画面の論文で、数値が98.208と同
じです。トピックの、という説明であるという理解で問題ございませんで
しょうか。
(回答)
Topic Prominenceは、Scopusに収録されている全文献を、論文間の引用関
係を用いて分類します。約100,000の学際的な研究トピックが客観的に定義
されます。
Prominenceという指標を用いて各Topicsの最近の勢い・注目度を順位化し
ています。
各Topicsの被引用数やScopus抄録表示回数等から計算されています。 0から
100の値をとり、100に近いほど上位となります。以下もご参照ください。
https://jp.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/27998/supporthub/sco
pus/kw/topic+prominence/

https://jp.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/27998/supporthub/scopus/kw/topic+prominence/
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