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全分野対応、世界5,000社以上の出版社から5,000万論文収載
被引用数順に並べ替えて重要な論文も漏らさずチェック

世界最大級の抄録・引用文献データベース

待望の日本語インターフェースが登場

www.scopus.com
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全分野全分野

Scopusとは？
Scopus

英語文献情報を網羅するデータベース

Scopus（スコーパス）は、エルゼビアが提供する世界最大級の抄録・引用文献データベースです。全分野（科学・技術・
医学・社会科学・人文科学）、世界5,000社以上の出版社の21,000誌以上のジャーナル、5,100万件以上の文献を収録してい
ます。1800年代からの抄録に加えて、1996年以降の論文は参考文献も収録しています。新たに書籍の搭載も開始しました。
豊富なデータ量と使いやすさにより、文献検索から評価分析や教育ツールまで、さまざまな用途で活用されています。

全分野をカバーする広い収録範囲

◦�20,000タイトル以上の査読ジャーナル
　−		2,600誌のオープンアクセス誌を含む
　−		約3,850誌の冊子体発行前論文（Articles	 in	Press）

を搭載
　	 	Elsevier、Springer、Wiley-Blackwell、Nature	

Publishing	Group、IEEE、Cambridge	University	
Pressなど

◦370タイトルのブックシリーズ
◦550万件以上の会議録

5,000以上の出版社の
21,000誌以上の学術ジャーナル

◦�5つの特許庁から2,520万件以上を検索
　USPTO（米国特許商標庁）	 EPO（ヨーロッパ特許庁）
　WIPO（世界知的所有権機関）	JPO（日本特許庁）
　UKIPO（英国特許庁）

特許情報

◦�Monographs、Edited�Volumes、Major�Reference�
Works、Graduate�Level�Textbooksの収録を開始
　2015年末までに75,000タイトルを収録予定

書籍の搭載を開始

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。

CSABを中心に、オンラインシステムのScopusタイトル
評価プラットフォーム（Scopus	Title	Evaluation	Platform:	
STEP）を導入し、独自に開発したジャーナルのスコアカー
ド（右の表を参照）に基づいて評価および選定を行ってい
ます。

収録コンテンツの詳細：
http://info.scopus.com/content-overview
	 	 	 	 	 	
タイトル収録の申請：
http://suggestor.step.scopus.com

Category Criteria

Minimum	Criteria ・Peer-review
・English	abstracts
・Regular	publication
・References	in	Roman	script
・Publication	ethics	statement

Journal	Policy ・Convincing	editorial	policy
・Type	of	peer	review
・Diversity	in	geographical	distribution	of	editors
・Diversity	in	geographical	distribution	of	authors

Content ・Academic	contribution	to	the	field
・Clarity	of	abstracts
・Quality	and	conformity	with	stated	aims	and	scope
・Readability	of	articles

Journal	Standing ・Citedness	of	journal	articles	in	Scopus
・Editor	standing

Regularity ・No	delay	in	the	publication	schedule

Online	Availability ・Content	available	online
・English	language	journal	home	page	available
・Quality	of	journal	home	page
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抄録
＋

参考文献

未来
対象論文を引用している文献
対象論文以降に出版された論文

関連検索
対象論文と参考文献、著者、
キーワードが共通している論文

過去
対象論文が引用している参考文献
対象論文以前に出版された論文

※ 特許からの引用も確認できます。

www.scopus.com

引用情報の収録により広がる世界とインパクトの数値化

Scopusは、参考文献情報を搭載しています（1996年以降）。参考文献情報は、その研究の源流から発展していった流れを
追うことを可能にします。また、被引用数によって、インパクト度合いの数値化を実現しています。�

研究活動のあらゆる場面で利用可能

Scopusの膨大なデータは、研究活動のあらゆる場面での利用を可能にします。またその優れたインターフェイスで周辺業務を
効率化することにより、より多くの時間や人材を本来の活動そのものに充てることができます。

助成金申請
•テーマの関連情報をトレンドを含めて把握
•審査時に申請者の論文、被引用情報
を把握

査　読
•最適な査読者の選定
•投稿者の発表論文、投稿先、   
参考文献の調査

研究・論文執筆
•研究のための最新情報収集
•論文執筆のためのトレンド調査
•投稿先ジャーナルの選定

評価・分析
•特定著者や機関の動向把握
•チームメンバーの評価
•共同研究者の選定

世界の3,000以上の大学・政府機関・企業で導入され、研究者が共通して使えるデータベースの環境が広がってきています。
広範な導入実績

採用例
・文部科学省	科学技術・学術政策研究所（NISTEP）
・独立行政法人	科学技術振興機構（JST）
・英国研究評価フレームワークRAE（Research	Assessment	Exercise）
　およびREF（Research	Excellence	Framework）

※	被引用数順の並べ替えも簡単です。
　	インパクト度合いが把握できます。

収録範囲の広さやデータの信頼性の高さ、著者プロファイルや機関プロファイルなどが評価され、各国政府機関の調査研究
レポートや大学ランキングなどの元データとして採用されています。	

評価分野での利用の拡大

・オーストラリア研究評価	ERA	
　（Excellence	in	Research	for	Australia）
・QS	World	University	Rankings
・経済協力開発機構（OECD）、他
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【検索結果画面】

直感的に使える検索機能
Scopus

自然な日本語インターフェース

Scopusは、研究者の情報の利用方法を調査・追求し、人間工学の専門家によるユーザー中心設計を徹底しています。
最短の操作で必要な情報を得られ、誰でも使いやすいインターフェースを実現しています。

【検索画面】

シンプルな検索画面
文献検索、著者検索、所属機関検索、
詳細検索画面からユーザーのニーズ
にあわせた検索を実行できます。
2013年4月より日本語のユーザー
インターフェースがリリースされ、
ますます直感的に使いやすくなりま
した。

被引用数順に並べ替え
被引用数の多い論文順に
ワンクリックで並べ替えでき
ます。注目度の高い論文を
効率よく見つけられます。

各種出力
◦	PDF一括ダウンロード・
自動命名機能
◦	エクスポート
		（最大20,000件）
◦	参考文献形式での出力

優れた絞り込み機能
項目別に分類されたヒット
数を見ることにより、直感
的に概要を把握して簡単
に絞り込みができます。

検索結果の分析機能で概観を把握
結果の内訳（出版年、ジャーナル名、著者
名、著者所属機関名、国、文献タイプ、分野）
をグラフ化して表示することができます。
あらゆる検索に対して行えるため、調査し
たい研究テーマや研究機関名など、さまざ
まな切り口でそのトレンドや研究の盛んな
機関などの分析ができます。

【著者所属機関名】【ジャーナルタイトル】

【出版年】
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論文の引用情報と豊富な付加情報

論文の引用情報は、研究の広がりやインパクトを私たちに教えてくれます。Scopusでは、参考文献情報の他にも特許情報や
きめ細かなキーワード、化合物情報や社会的影響度などの付加情報を提供しています。

【抄録＋参考文献画面】

この論文を引用している
文献（1996年以降）
最新の2件と一覧表示ができま
す。発展していった研究の流れ
や、インパクトの大きさがわか
ります。

特許からの引用
この論文を引用している特許情
報によって、産業界へのインパ
クトを確認したり、産学連携の
調査にも活用できます。

関連文献の検索
この論文と参考文献や共著者、
キーワードを共有している関連
の深い研究を探すことができ
ます。

社会的影響度
（Altmetric for Scopus）
Facebook、Twitter、Mendeley、
ニュースなどにおける注目度を
測定する新しい指標で、論文
が引用される前に影響度を知る
ことができます。助成金申請の
説明文への活用など、用途が
広がってきています。

参考文献（References）
この論文が引用している文献。
検索結果の形式で表示しなおして、
被引用数順など並べ替えることも
できます。

化合物構造式・反応式
反応・化合物データベース
Reaxys（リアクシス）由来の
構造式・反応式を表示します。
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評価・分析への応用
Scopus

著者プロファイル

研究者やその所属機関にとって、自身や他者の研究業績を把握し、管理することが重要になってきました。Scopusの�Author�
Identifier（著者識別機能）は、著者の名前や所属機関だけではなく、さまざまな情報を高度なアルゴリズムで解析してプロファ
イルを作成しています。

【著者検索結果画面】

【著者プロファイル画面】

被引用傾向を年ごとに分析
どの論文がいつ、どれくらい引用
されているかが一目瞭然です。各
論文や引用情報もリンクから入手
可能です。

活用例
◦	特定の研究者の研究業績を確認・分析
◦	共同研究や助成金拠出、論文の査読者
等の選定材料に利用
◦	教育ツールとして、著名な研究者の文献
や参考文献などを確認する演習に利用

h-indexグラフ
著者の論文数と被引用数から導き出
す評価指数です。h回以上引用された
論文がh件あることを示します。論文
の量と質を1つの数字で表します。

【h-index画面】 【引用分析画面】

ORCIDレコードへのリンク
ORCID（Open	 Researcher	 and	
Contributor	 ID）は、世界中の研究者
に一意の識別子を与えることを目的とし
た非営利団体・サービスです。誰でも
無料で登録可能です。http://orcid.org

著者の詳細情報
発表した雑誌、被引用文献、共著者などを
確認できます。さらに著者分析でh-indexや
研究分野などをグラフ表示できます。

著者の候補を表示
表記のバリエーション、著者の研究
分野、著者所属機関などの情報か
ら対象の著者を特定できます。
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機関プロファイル

ScopusのAffiliation�Identifier（機関識別機能）は、論文に記載されている様々なバリエーションの機関名の検索を容易にします。

SJR（SCImago	Journal	Rank） は、
Google	Page	Rankに類似したアルゴ
リズムを用いて、引用元のジャーナル
の質によって引用に重みづけをし、
分野間の補正をした数値です。

SNIP（Source	Normalized	 Impact	
per	Paper）は、分野による引用のされ
やすさを考慮し、被引用率を補正した
数値です。分野間のジャーナルの比較
がしやすくなっています。

SJRとSNIPの詳細：
http://www.journalmetrics.com

新しいジャーナル評価指標
SJRとSNIP

機関の詳細情報
当該機関から発表された論文数、研究分野、
共著機関などを一覧参照できます。

活用例
◦	機関の傾向を分析・比較
◦	機関の研究者が発表した最新論文をチェック

【所属機関検索画面】

【機関プロファイル画面】

ジャーナル分析

ジャーナル分析機能は、ジャーナルの1996年以降の被引用数や論文数などの傾向を可視化する機能です。増え続ける新しい
ジャーナルにも対応し、若手研究者の投稿先選定や図書館の蔵書選定をサポートします。

ジャーナル評価指標
複数ジャーナルの各種指標をグラフ
で表示し、ジャーナルの経年変化を
簡単に比較することができます。

活用例
◦	若手研究者が自分の研究論文の投稿先を検討
◦	研究者が新しい研究領域のジャーナルを調査
◦	図書館員が図書館リソースを検討
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ユーザーの声
Scopus www.scopus.com

〒106-0044	東京都港区東麻布1-9-15	東麻布一丁目ビル4階
TEL:	03-5561-5034		FAX:	03-5561-0451
E-mail:	jp.pr@elsevier.com

2013.10

日本語ホームページ（製品情報）	
http://japan.elsevier.com/products/scopus

日本語ホームページ（エンドユーザーサポート）	
http://japan.elsevier.com/scopussupport

英語情報ページ	
http://info.scopus.com

収録を希望するタイトルの申請ページ	
http://suggestor.step.scopus.com

お問い合わせ先

エルゼビア・ジャパン株式会社
サイエンス＆テクノロジー

Scopusは、研究・教育にかかわるあらゆるユーザーに活用されています。

【図書館員】
◦�全分野を一番広くカバーしてくれているのが、やはり
一番の魅力です。

◦�日本語画面、いいですね。学生さん達にも使い方を教え
やすいです。

◦�研究者から「Scopus最高！よくぞ導入してくれた！」と
喜んでもらえました。

◦�所属機関の名寄せもされているのがいいですね。

【研究者／大学院生】
◦�Scopusは他の文献検索サイトと比べて分析対象としての
データ量の多さが魅力です。

◦�名寄せされているので、同じ著者の論文を把握しやすい
です。

◦�どの雑誌に投稿するのがよいのか、判断材料がたくさん
出てくるので助かります。

◦�Altmetric、社会的インパクトが見えて面白いですね。
科研費の申請にも使えそうです。

◦�自分や仲間の業績チェックを定期的に行っています。

◦�画面のデザインが良くて使いやすいです。【エディター／査読者】
◦�査読者の候補選びに大いに役立てています。

◦�新規性のチェック、妥当性のチェックなど、Scopusの
ようにカバー範囲が広いと助かります。

◦�著者の履歴が簡単に追えるのは、やはり便利ですね。

【企業ユーザー】
◦�事業領域が多岐にわたるので、網羅的な文献検索が
できることは重要ですね。

◦�全ての科学分野の引用・被引用情報があるので、既存
技術の新しい用途開発に役立てています。

◦�PubMedでカバーされていない分野が入っているのが
いいです。

◦�研究トレンドや技術動向の把握に利用しています。

◦�ある研究分野のエキスパートを見つけたり、産学連携の
提携先探しに便利。特に海外の機関の情報がとれるのは
ありがたいです。

【政府関係者】
◦�日本全体を考える場合、Scopusの広い研究分野と
収録数が絶対必要です。

◦�政策立案のためには性質の違う複数のデータベースを
利用する必要があります。

◦�論文の社会貢献度を見るうえでも特許引用は絶対に必要
です。

【教員】
◦�学生に、研究を概観する力をつける教育にうってつけの
データベースですね。

◦�企業にも広く導入されているので、実践力の養成にいい
ですね。

◦�これならGoogle世代にも使えそうです。

【研究担当理事／研究支援担当者／ URA担当者】
◦�各種研究費の申請書類や報告書でもScopusの被引用
情報を使っています。

◦�Scopusは分析対象としてのデータ量の多さが魅力です。

◦�英国のREFでScopusが選ばれたのは、データの信頼性
を示しているのだろうと思います。

◦�自大学や他大学の研究力調査にScopusを使う場面は
益々増えています。

◦�フルネームで著者の名前が名寄せしてプロファイル化して
あるので、大変助かります。

◦�共同研究先、産学連携先の候補もすぐにリストアップ
できて便利ですね。

【学生】
◦�先生に勧められたので、英語文献はまずScopusで探す
ようにしています。


