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研究者の

ワークフロー

調査

分析

評価

フルテキス
トを読む・

引用・執筆

ジャーナル
選定

投稿・査読

プロモー
ション・

引用される

• 最新論文をチェック
• 重要論文をチェック
• 研究テーマの傾向を分析
• 新しいトピックの調査
• 共著者の候補を発掘

研究者のワークフローに必要な電子サービスを提供

CiteScore

• 参考文献から引用
• 参考文献リストの作成
• 出版倫理を守る

• ジャーナル指標で投稿ジャーナルの候補を選定
• ジャーナルHPを確認
• 投稿システムを通じて電子的に投稿
• 査読（Reviewerの場合）

ShareLink



3本日の内容

• Scopusとは？

• 基本的な検索の流れ

• インパクトが高い論文を調べる

• 著者で検索する

• ジャーナル評価指標を確認する

研究テーマの最新情報、
トレンドを知りたい

被引用数が多い重要な
論文を見つけたい

Scopusと他データベース
の違いを知りたい

特定の研究者の発表論文
を知りたい

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

GoogleScholar
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<画面デモ -検索結果比較>

ScopusとGoogleScholar
(キーワード : Brexit)
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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7,000社以上の出版社の24,000誌以上のジャーナル

Scopusとは？
他データベースとの違い① (GoogleScholar)

研究には科学的担保のある文献の確認が重要です!
(Scopusは機関によるご契約が必要です)
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はじめに - Scopusとは…?
(Scopusの概要/他データベースとの違い)

PubMed



88

• 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？
他データベースとの違い② (Pubmed)

8



9Scopusとは？
他データベースとの違い② (Pubmed)

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7,000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



1010Scopusとは？
他データベースとの違い② (Pubmed)

10.1002/jmv.25996

ScopusPubMed

被引用数を基にした論文のインパクト情報、
その他の情報も確認できます。



11Scopusとは？
世界最大規模の収録範囲 全分野・各種資料タイプを網羅

• 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7,000以上の出版社、40の本文言語、
日本国内のタイトルは375誌

• 8,100万レコード

• 毎日更新

• プレプリント（2017年以降のarXiv、bioRxiv、ChemRxiv、medRxiv）の
収録を開始

− 著者プロファイルページの表示のみ、検索結果には含まれない

人文・社会科学
10,325

ライフサイエンス
4,862

ジャーナル

ヘルスサイエンス
7,168

化学・物理・工学
8,325

査読誌 24,610
業界誌 292

- Open Access誌
（DOAJ/ROAD） 6,319
- Articles in Press対応誌 8,662
- MEDLINEを100%網羅

- 抄録 1800年代～
- 参考文献 1970年～
- 助成金情報

イベント数 132,000
- 論文数 1,047万

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 849
- チャプター数 190万

単行本・百科事典 256,000
- チャプター数 209万

全分野を収録、
社会科学と人文科学に焦点

ブック会議録

• ジャーナルは複数の分野に分類されていることがあるため、分野別のタイトル数の合計はジャーナルのタイトル総数よりも多くなります。
• ジャーナル、ブックシリーズのタイトル数はアクティブタイトルのみです。
• 数字の出典： ジャーナルおよびブックシリーズはジャーナルタイトルリスト2020.10、その他はScopus.com 2020.2
• Scopus収録コンテンツの詳細： https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content
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パーソナルアカウント(ユーザー登録)を作成してみましょう。

※アラートなどのパーソナル機能を利用するには
ユーザー登録、ログインが必要です。

ユーザー名/パスワードはScienceDirect/Mendeleyと共通です。

パーソナルアカウント(ユーザー登録)を作成して、ログインをすると、
検索・著者アラート設定を行うことが出来ます。



13本日の内容

• Scopusとは？

• 基本的な検索の流れ

• インパクトが高い論文を調べる

• 著者で検索する

• ジャーナル評価指標を確認する

研究テーマの最新情報、
トレンドを知りたい

被引用数が多い重要な
論文を見つけたい

Scopusと他データベースの
違いを知りたい

特定の研究者の発表論文
を知りたい

CiteScore
確認



14基本的な検索の流れ① 検索の開始

検索画面選択

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

検索欄の追加・期間設定・詳細検索

検索対象項目 検索語を入力



15基本的な検索の流れ ② 検索結果ページ1

◆ 論文・著者・ジャーナルにそれぞれリンクします。

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

ヒット数

クリックすると
ジャーナル情報の
ページへ



16

初期状態では
出版年順（新しい順）

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)

内訳表示・絞り込み



17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

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



18基本的な検索の流れ⑤ 検索結果（Open Access論文絞り込み）

クリックすると、対象になっているOpen Access論文についての説明が表示されます。

検索結果ページに、論文レベルのOpen Accessの表示が追加されました。

文献情報に、
Open Accessと表示

Gold OA/Green OA等、
タイプ別に絞り込み可能です。
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基本的な検索の流れ⑥ 検索結果（内訳表示、絞り込み、分析）

検索結果の分析（グラフ化）

内訳表示・絞り込み



20基本的な検索の流れ⑦ 文献詳細ページ -1 (画面レイアウトが変わりました。)

文献引用アラート
この論文を引用した新規文献をE-
mailで通知(要ログイン)

論文タイトル
書誌情報

被引用数 / Scopusの表示回数

被引用数
この論文を引用している文献



21基本的な検索の流れ⑧ 文献詳細ページ -2 (画面レイアウトが変わりました。)

関連文献
この論文と参考文献、著者、
キーワードが共通している
関連論文

論文評価指標

SciVal Topics
研究Topicの注目
度(Prominence)
を確認します

助成金情報

参考文献

著者キーワード

索引キーワード



22検索のヒント（1）

基本ルール

• 大文字・小文字は区別しません。

• 単数形を入力すると、複数形や所有格も検索します（例外あり）。
cityとcitiesとcity’s、womanとwomen、criterionとcriteria

• 米国綴りと英国綴りは、いずれかを入力すると両方検索します（例外あり）。

behaviorとbehaviour、stabilizationとstabilisation

• ギリシャ文字も、αかalpha、βかbeta いずれかを入力すると両方を検索します。

ワイルドカード

• ＊ は0文字以上を置き換えます。

econom* は、economy、economics、economical などを検索などを検索

• ？ は必ず1文字を置き換えます。

sawt??th は、sawtooth、sawteeth を検索

• 前方一致、中間一致、後方一致（例 *lase）が可能です。

フレーズ検索

• 複数語をひとつのかたまりとしてフレーズ検索するには、二重引用符 “ “ で囲みます。
“heart attack” は、heart attack、 heart-attack、 heart attacksなどを検索します。

厳密な文字列検索

• 指定した文字列を厳密に検索するには、中括弧 { } で囲みます。
{heart-attack} は、ハイフン付きの heart-attack だけを検索します。
{Na+} はプラス記号付きの Na+ だけを検索します。



23検索のヒント（2）

論理演算子

• AND 2つの語句の両方を含む論文を検索
※ 検索を絞り込む
food AND poison

• OR 2つの語句の一方または両方を含む論文を検索
※ 同義語、代替語、略語、英米綴り違いなどを考慮

weather OR climate
“green fluorescent protein” OR gfp

• AND NOT 後の語句を含まないものを検索

※ 検索を絞り込む（適合文献を除く可能性があるので注意）

tumor AND NOT malignant

近接演算子

• W/n 2つの語句の間にn語以内。語順は問わない
※ Wはwithinの略、nは数字（0～255）
例）climate W/5 change
→ climate and carbon cycle changes や future changes in climate も検索

• PRE/n 2つの語句の間にn語以内。語順は指定どおり
※ PREはprecedeの略、nは数字（0～255）
例）user PRE/3 interface
→ user-friendly interface も検索
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<それではScopusの画面で確認してみましょう>
検索の流れ



25本日の内容

• Scopusとは？

• 基本的な検索の流れ

• インパクトが高い論文を調べる

• 著者で検索する

• ジャーナル評価指標を確認する

研究テーマの最新情報、
トレンドを知りたい

被引用数が多い重要な
論文を見つけたい

Scopusと他データベースの
違いを知りたい

特定の研究者の発表論文
を知りたい

CiteScore
確認
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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



27インパクトが高い論文を調べる② 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

並び替え
[被引用数(多い順)]を選ぶ



28

インパクトが高い論文を調べる ③ 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

2016-2020の文献の分野別の平均被引用数（全文献タイプ） 2016-2020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 2021.6.8）

出版年別・文献タイプ別



29インパクトが高い論文を調べる ④
Scopus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 - 文献詳細 (画面レイアウトが変わりました。)
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インパクトが高い論文を調べる ⑥ (画面レイアウトが変わりました。)

PlumX論文評価指標
> altmetrics 被引用数以外の評価指標

Scopus論文評価指標
➢ FWCI 世界平均1.0に対してのインパクト値
➢ 被引用ベンチマーク ランキング

表示回数(Scopus)



32

インパクトが高い論文を調べる⑦ 引用分析

1.検索結果のページ
で、文献を選択

2.選択した複数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
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<それではScopusの画面で確認してみましょう>
検索結果の並べ替え



34本日の内容

• Scopusとは？

• 基本的な検索の流れ

• インパクトが高い論文を調べる

• 著者で検索する

• ジャーナル評価指標を確認する

研究テーマの最新情報、
トレンドを知りたい

被引用数が多い重要な
論文を見つけたい

Scopusと他データベースの
違いを知りたい

特定の研究者の発表論文
を知りたい

CiteScore
確認
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35

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）



36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）

※ 著者の姓(Family Name)と名(First Name)を入力。

※ ORCID情報でも検索可能です。

※ 所属機関情報を追加することもできます。

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



37著者で検索する③ 著者プロファイル

著者分析・引用分析

指標概要

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)

被引用回数合計と
引用分析

・ 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
・この著者のプレプリント情報

(Scopusの既存の文献数や被引用数の指標には影響しません。
Scopusでは2017年以降のプレプリントのみを収録しています。)

・ 共著者リスト
・ トピック (研究の注目度確認)
・ Awarded grants (Beta版–米国内で獲得した助成金情報)



38本日の内容

• Scopusとは？

• 基本的な検索の流れ

• インパクトが高い論文を調べる

• 著者で検索する

• ジャーナル評価指標を確認する

研究テーマの最新情報、
トレンドを知りたい

被引用数が多い重要な
論文を見つけたい

Scopusと他データベースの
違いを知りたい

特定の研究者の発表論文
を知りたい

CiteScore
確認



39ジャーナル評価指標を確認する① 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 4年 2年 / 5年

対象文献 A ... 4年間に出版されたArticle、Review、
Conference Paper, Book Chapter、Data Paperが引
用された回数
B ... 4年間に出版されたArticle、Review、
Conference Paper, Book Chapter、Data Paperの文
献数

A ≠ B

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

※ 特定の論文の被引用数ではありません！

2019 2020201820172016
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ジャーナル評価指標を確認する② 収録誌の検索とブラウズ

40

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
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ジャーナル評価指標を確認する③収録誌詳細

New CiteScore 2020
2021年6月に情報を更新。

文献数、被引用数

CiteScoreTracker 2021
2021年の速報値（毎月更新）
→ 2022年夏にCiteScore 2021として固定

3種類のジャーナル評価指標
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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値のトレンド

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



43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

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/オンライン講習会

• https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/scopus/scopus_for_user

• 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

• 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)


