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レポートと文献の関係レポートと文献の関係

利用評価テーマの
決定

調査

もれなく検索
できた？幅広く情報を集める場合

学習研究
使ったら

情報源は
信頼できる？

環境問題
について
調べよう

どんな文献が
ある？

使ったら
「参考文献」
として明記

書かれている
ことは
正しい？

先行文献

正しい？

Critical
Thinking効率よく入手する場合

文献は
どこにあるか？
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Thinking効率よく入手する場合

参考：三重大学国内文献検索講習会（平成19年度）教材



データベース
●参考文献 先行研究を効率よく探せます

いつでも学内PCからアクセスできます。
学外から利用できるものもあります。

図書館ＨＰ「学外からのアクセスについて」
をご覧ください。

お茶大アカウント または 専用ＩＤで利用できます

●参考文献、先行研究を効率よく探せます。

検索結果の保存、出力が簡単です。（USBメモリに保存、メール送信など）

お茶大アカウント または 専用ＩＤで利用できます。

論文の本文がダウンロードできることもあります。

※Ciniiは一部データのみ

外国雑誌論文検索：SciVerse SCOPUS、EBSCOhost
国内雑誌論文検索 Ci ii(G ii) J STAGE国内雑誌論文検索：Cinii(Genii)、J-STAGE

●それぞれのデータベースの特徴を知って使うとより効果的
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SciVerse SCOPUS（サイバース スコーパス）SciVerse SCOPUS（サイバ ス スコ パス）

―特徴－
科学、技術、医学・社会科学・人文科学系抄録データベースの中では世界最大級。

•世界5,000以上の出版社の19,500誌以上のジャーナルを収録。
– 約575の会議録、Medlineの全ジャーナル、650の業界紙、315のブックシリーズ、電子
データのみのジャーナル、Scopusの品質基準を満たすすべてのOpen Accessジャーナ
約 を含む

p p
ル（約1,200）を含む。

•4,600万件以上の書誌・抄録レコードを搭載。毎年110万件以上追加。
•抄録データは1800年代から搭載
参考文献は1996年以降が搭載•参考文献は1996年以降が搭載

– 引用リンクがたどれる
– その論文の、SciVerse SCOPUS上の他の論文からの被引用回数情報あり

•MEDLINE （医学および関連分野を含むオンラインＤＢ）のデータを100%MEDLINE （医学および関連分野を含むオンラインＤＢ）のデ タを100%
カバー
•グローバルなコンテンツ収集方針。国内タイトルも400以上を収録。
•検索結果から図書館OPAC、電子ジャーナルへリンク。検索結果 ら図書館 、電子ジャ ナ リンク。
•ユーザー登録で、検索結果の保存、各種アラート設定が行える。
•「リモートＩＤ」または「お茶大プロキシサーバ経由」で、学外からも使える。
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図書館HPからSciVerse SCOPUSへ図書館HPからSciVerse SCOPUSへ
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Document Search ①AND検索 単語をスペ スで区切る l 日本語サポート

研究テーマに関する文献を検索し、フルテキストにアクセスする方法
Document Search ①AND検索：単語をスペースで区切る clean energy

→ clean と energy の2つのキーワードを持つ論文。
この単語がどこかにあればよい。

②フレーズ検索：” “でくくる ”clean energy”
clean energ という熟語として使われているものを探す

日本語サポ ト
ページへのリンク

→ clean energyという熟語として使われているものを探す。
③OR検索：単語 or 単語: clean or energy

→ どちらかが入っていればよい。
④＊（ｱｽﾀﾘｽｸ）はワイルドカード: child*= childhood, children

Point！代替語も入力すると 検索漏れを最小化しますPoint！代替語も入力すると、検索漏れを最小化します。

検索ボックスを
追加

検索フィールドは「Article title、検索 ィ 、
Abstract、keywords」
以外を選ぶこともできる。

「Author」、「Article title」限定など。

実習①

・clean energyをand検索
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出版年や分野を設定し、検索範囲を

狭めることができる。
・出版年を2004-Presentに限定



検索結果 一覧表示

Refine Results:
View search history:検索式の

履歴が見られます。

Refine Results:
雑誌名、著者名、

出版年等をチェックして
検索結果を絞り込める。
検索キーワードの追加も。

⑧

検索キ ワ ドの追加も。

②
⑥④ ⑤ ⑦

⑧

お茶の水女子大学学術情報ＬｉＮＫ

出版社のサイトへ。電子ジャーナルで読めるかも。

①Cited by： Scopus での引用回数（②のsortで降順に並べ替えも可能）

論題をクリックすると、抄録と参考
文献、引用文献が見られます。

お茶の水女子大学学術情報ＬｉＮＫ

②Sort by：発行年や著者名、引用回数順で並べ替えが可能
③Download PDF： 1回のクリックでダウンロード可能
④Export： 検索結果を出力、保存。RefWorks、EndNoteにも対応！
⑤Print： 印刷する。
⑥ 検索結果をメ 送信

→お茶大契約ジャーナルなら
全文DL可能
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⑥Email: 検索結果をメールで送信
⑦Create bibliobraphy: 参考文献リストの作成が容易!
⑧Add to My List: My Listに追加する→まとめてOutput!



一括ダウンロード
① 気になる論文

を れにチェックを入れ
たら、Download 
PDFをクリック

③ ダウンロ ド完了！

② ファイル名やダウ
ンロード先を指定して、

③ ダウンロード完了！
PDFマークは全文あり、全文が
無かったものはExcludedと表示

される。
「Begin Download」

※「全文がない場合には
abstractのみダウンロー
ドする」はチェックをする」 チ ックを
外しておくとよい。



抄録と参考文献

お茶大での所蔵確認

掲載雑誌名、巻号、出
版年、ページ数など
（コピー取り寄せの際に電子ジャーナル

全文を 手 きる

Cited by since 1996
の論文を引用して

必要な情報）で全文を入手できる
可能性あり。

検索語が太字で
表示されています。

この論文を引用して
書かれた論文。

個々の論文の「抄録と参個々の論文の「抄録と参
考文献」へも移動可。

References
参考文献のリストから、個々の論文の参考文献 リ ら、個 論文
「抄録と参考文献」に移動できる。 Related documents

同じ参考文献を使って
いる論文。
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関連度が高いと推測され

る。



Author search
画面右上SCOPUSのロゴ下画面右上SCOPUSのロゴ下

「Search」→Author Searchのタブをクリック

著者名（著者の姓と
ファーストネームもしくァ ネ も く
はイニシャル）、

著者の所属から検索
＝著者の特定ができる。

実習②

・自然科学系自然科学系

河村哲也先生を検索

Last name = kawamura
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Last name = kawamura

Affiliation = ochanomizu



Author search 検索結果

Document searchと同様
結果の絞込みができる。

いくつかの候補が表示されるこ
とがある。同じ人物と思われる
著者をSCOPUSが同定してい著者をSCOPUSが同定してい
るが、完全ではないので注意。

名前をクリック→著者詳細画面へ
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Author search詳細画面

PersonalPersonal
著者のフルネーム
現在の所属

Research 
Documents:収録論文数Documents: 収録論文数
Citations: 引用された回数Author Evaluator

著者の各種情報が
グラフなどで確認可

History
論文が掲載された雑誌名

著者の
グループ化

グラフなどで確認可

論文が掲載された雑誌名、
所属の履歴など
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ジャーナルが収録されているか確認する方法 1/2

①①

②

Tltle(ジャーナルタイトル）
ISSN（国際標準逐次刊行物番号）
Publisher（出版社）

③

②

探したいジャーナルに含まれる

④”Environment biology”が含まれるタイトルの一覧が

探したいジャーナルに含まれる
キーワードを入力して「Search」をクリック
例) Environment Biology

gy
表示されるので、該当するタイトルをクリック。
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ジャーナルが収録されているか確認する方法 2/2
⑤ジ 詳細 ジ 容を確⑤ジャーナルの詳細ページの内容を確認

旧タイトル情報とリンク

分野・出版社・ISSN分野 出版社 ISSN

Scopusでの収録範囲

14各年の収録文献数



ユーザー登録をする。ザ 登録をする。

ここからここから
“Register”する。

必要な情報を

ユーザー登録すると使える便利なパーソナル機能！

■ 自分にあ た利用環境の設定

必要な情報を
入力。

■ 自分にあった利用環境の設定
・ 自分用の文献リストの保存・再利用
・ 検索式の保存・再利用

■ 電子メールによるアラート機能
・ Search Alerts（指定した検索式に合致した新しい論文を通知）
・ Author Citation Alerts（指定した著者の論文が他の論文に
引用されたことを通知）引用されたことを通知）
・ Document Citation Alerts（指定した論文が他の論文に引用
されたことを通知）
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■その他のカスタマイズ設定



ご自宅からも利用できますご自宅からも利用できます

• 利用できる方
– お茶大の教職員、学生

＜利用方法＞＊HP内の“学外からのアクセス”をお読みください。

–お茶大プロキシサーバ経由でお茶大 キシ 経由
• プロキシサーバで接続許可しているサイトのみ
• そのほかのサイトにはアクセスできません

– Elsevier社の学外アクセス専用アカウントで
（Scopusで登録したユーザー名とパスワードを図書館に申し込んで、（ p で登録した ザ 名と ワ ドを図書館に申し込んで、

学外アクセス用にする。）

• Elsevier社(Sciencedirectを含む）以外の電子ジャーナルにはア
クセスできません
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クセスできません



掲載誌がわかっているときは
■冊子のジャーナルを探す→「OPAC」

■電子ジャーナルを探す→「電子ジャーナルリスト」

タイトルの一部やISSNから検索。

＊をつければ語句の部分 致検索ができます＊をつければ語句の部分一致検索ができます
例）child＊ → child も children も検索

出版社/提供社名が出版社/提供社名が
電子ジャーナルサイトへのリンクです。
収録年のチェックを忘れずに！

出版社、提供会社別に探したいときはこちらから。



お茶大になかったら…
本文入手の可能性のある情報源を

献 ピ を 寄 （ 献複 寄 ）

Google Scholarなどを検索してみよう
大学サイトなどで本文を無料公開してるケースもあります。

本文入手の可能性のある情報源を

「お茶の水女子大学学術情報LINK」で
確認できます

文献のコピーを取り寄せる（文献複写取り寄せ）

お茶大には所蔵がない雑誌や図書に収録されている論文のコピーを
所蔵機関から取り寄せることができます。
海外 （北米 British Library 韓国）からも取り寄せできます！

コピーの取り寄せは、

オンラインサービスから
も申し込めます。

※要事前申請海外 （北米、British Library、韓国）からも取り寄せできます！
※学部・院生は無料！
※速達の場合や一部機関からの取り寄せは有料になります。
取り寄せまでには、通常1週間かかるのでお申込みはお早めに！

※要事前申請
※学部４年生、院生、

研究生、科目等履修生、
教職員のみ

所蔵大学図書館を訪問利用する

所蔵している大学図書館を訪問し、閲覧・複写をすることができます。

跡見学園女子大学・
日本女子大学へは、
学生証だけで訪問できます♪
両校の所蔵検索 のリンクは訪問利用を受け付ける大学の多くは、お茶大図書館からの『紹介状』を要します。

行きたい図書館が決まったら、訪問希望2日前までに『所蔵調査申込書』を
レファレンスカウンターへ直接、またはEメールかFAXで提出してください。

両校の所蔵検索へのリンクは
お茶大図書館HP
（相互利用協定校）にあります。
所蔵を確認して行きましょう。

申し込みやご相談は レファレンスカウンターへ
月-金 9：00-12：00 13：00-17：00

検索のしかたなどの相談もお気軽にどうぞ！
オンラインサービス（ASKサービス）からの質問もお待ちしています



<チャート式>海外論文探索編のまとめ

入手する参考文献、先行研究を探すテーマの決定 レポート
作成

データベース・データベース・

電子ファイル国内論文

国内論
文コース

デ タ ス
電子リソース一覧
デ タ ス
電子リソース一覧

出版社サイト
電子ジャーナルリスト

雑誌名で検索CiNii RefWorks
EndNote

論文

J-STAGE

海外論文

百科事
典活用
編

検索エンジン
Google Scholar 
論文名で検索 「参考文献」

を
明記

EndNote

キーワードを
調べる EBSCOhost

社会科学

SCOPUS
・自然科学

雑誌（冊子体）
基本
編

編

海外論
文コース

明記

・社会科学
・人文科学 お茶大にあるかを

調べる（OPAC）
雑誌名で検索基本編

各種お申込
や

相談はお気
軽にレファレ

カウ

本/eBook
キーワード検索
著者検索

他大学に
あるか調べる

（WebCAT）
雑誌名で検索

文献の取寄せ

訪問利用
新聞記事

新聞記事
探索編

ンスカウン
ターへ

著者検索
引用リンク

パーソナル機能
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雑誌名で検索 訪問利用


