
快報 2.0（KNS8.0）操作説明 

1.快報 2.0 のアクセス⽅法 

URL（簡体字）：https://chn.oversea.cnki.net/ 

上記 URL から快報 2.0 にアクセスします。これは、既存の https://www.cnki.net/のページスタイルと同じ

になっています。 

2.プラットフォームの統合検索のリソースの種類 

プラットフォーム検索でカバーされるリソースタイプは下記のとおりです。 
学術雑誌、学位論⽂、会議論⽂、新聞、年鑑、特許、古典籍、学術輯刊、特⾊雑誌 

3.リソースタイプの選択⽅法 

以下、2 種類の⽅法で、跨庫検索（横断検索）のリソースタイプを選択できます。 

（1）トップページの項⽬にチェック 

 
（2）ページ右上部の検索設定でリソースタイプを削除または追加 

 

 



4.リソースタイプ別に⽂献を確認する⽅法 

総庫検索結果の上⽅が各リソースタイプで、下⽅の検索結果がリソースタイプ別の⽂献です。 

 

「学術期刊（学術雑誌）」をクリックすると、⽂献を確認できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.「単庫検索」のアクセス⽅法 
個別の⽂献のみを検索する場合は、「単庫検索」で検索が可能です。 
（1）トップページの「産品名称」をクリックし、「単庫検索」のページから、「⼀框式検索」へ遷移します。 

 

 

（2）「総庫⼀框式検索」の検索結果のページで「産品名称」をクリック。検索項⽬を選択し、検索ワードを

⼊⼒。 

「総庫検索」の結果： 

 

 

 

 



「単庫名称」をクリック： 

 

 
検索ボタンをクリックし、「単庫検索」のページへ遷移。 

 
 
 
 
 



（3）トップページの「⾼級検索」をクリック。あるいは「⼀框式検索」から「⾼級検索」に切り替えます。
「⾼級検索」の下部にある「数据庫」へ切り替え、「単庫⾼級検索」のページへ遷移します。 
 

 

 

 

 

6.⽂献の並び順 
⽂献量に基づいて並び順が決定し、独⾃の並べ替え基準を採⽤しています。 
著者グループ：著者の H 指数のソートによって表⽰。 
学術期刊庫の期刊グループ：期刊の CI 指数のソートによって表⽰。 

 

 

 

 



7.「専業検索」について 
「専業検索」は SQL を使⽤して検索要求を表します。「専業検索」を使⽤する際は、明確な検索フィールド
が必要です。検索式は〈フィールド名〉、〈演算⼦〉、〈検索値〉の構造です。 

 

8.外国語の⽂献について 

CNKI は、外国語⽂献の書誌情報と中国語リソースの統⼀検索を提供します。中英⽂献の検索ワードを拡張す
ることによって、統⼀された検索が可能です。現在、CNKI は 60 の国家や地域、650 の出版社と版権協⼒を

⾏っており、7 万種類の外国語雑誌と 100 万冊の書籍を収録、SCI の 90％、SCOPUS の 80％以上をカバーし

ています。外国語の⽂献は、全⽂リンクによって提携している出版社から⼊⼿可能です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.パーソナライズ機能について 
ユーザーは無料でアカウント登録ができます。 

（1）デフォルトのリソース選択、検索ソートなどの総庫検索設定が保存できます。 
（2）検索結果の⽂献保存、引⽤⽂のフォロー、検索のサブスクリプション、⽂献のプッシュ通知、個⼈の業

績管理や操作履歴など、「個⼈書房」（パーソナルライブラリ）が提供する機能を使⽤することができ
ます。 

 

（3）「単庫検索」のトップページで個⼈の関⼼事やおすすめ内容を確認できます。 

 

 



検索⽅法（⼀框式検索） 
「1 つのボックス」で検索できる機能です。⾼度なシステムを搭載し、簡易的な検索⽅法です。 

 

操作⽅法 

1. プラットフォームのトップページで検索範囲を選択 

2. プルダウンで検索項⽬を選択 

3. 検索ボックスに検索ワードを⼊⼒し、検索ボタンをクリックまたはキーボードの Enter キーを押して検索

を実⾏します。 

 

图 1.2.1.2 一框式检索操作方式 

検索項⽬ 

総庫が提供する検索項⽬は、タイトル、キーワード、篇名、全⽂、著者、第⼀著者、責任著者、著者の所属機
関、基⾦、摘要、参考⽂献、分類番号、⽂献ソースです。 
 

(1) 主題（タイトル）検索 

主題検索は、CNKI によってインデックスが付けられた主題フィールドで検索されます。このフィールド内容
には、すべての⽂献の主題特性が含まれ、同時に、専⾨辞典、主題詞表、中英対照辞典などが検索プロセスに
組み込まれています。また、キーワードを切り捨てるアルゴリズムを採⽤し、関連性の低い⽂献を除くことが

③  
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できます。 
 

(2) キーワード検索 

キーワード検索の範囲には、⽂献の原⽂中の中国語と英語のキーワードや⽂献の分析計算により機械的にイ
ンデックス化されたキーワードが含まれます。 

 

(3) 篇名検索 
学術雑誌、会議、学位論⽂、輯刊のタイトル、新聞の⾒出しなどから⽂献を検索します。 
 
(4) 全⽂検索 
全⽂検索は⽂献全体から検索を⾏います。⽂献の篇名、キーワード、摘要、本⽂、参考⽂献などが含まれます。 

 

(5) 作者検索 
学術雑誌、新聞、会議、学位論⽂、年鑑、輯刊の著者などから⽂献を検索します。 

 

(6) 第⼀作者検索 
著者が⼀名の時は、この著者が第⼀作者となります。著者が多数の時は、先頭の著者が⽂献の第⼀責任者とな
ります。 

 

(7) 通訊作者（責任著者）検索 
現在、学術雑誌は原⽂の責任著者にインデックス機能を付けており、責任著者によって⽂献を検索できます。 
責任著者は、プロジェクトの責任者または⽂献や研究資料の窓⼝となる⼈を⽰します。 
 
（8）作者单位検索 
著者が所属する機関名から⽂献を検索します。 
 
（9）基⾦検索 
特定の基⾦の援助を受けた⽂献を検索できます。 
 
（10）摘要検索 
期刊、会議、学位論⽂、特許、輯刊の摘要から⽂献を検索します。 
 



（11）参考⽂献检索 
参考⽂献に含まれている検索ワードから⽂献を検索します。 
 
（12）分類コード検索 
学術雑誌、新聞、会議、学位論⽂、年鑑などの分類番号は、中国図書館分類番号を⽰します。  

 

（13）⽂献来源（⽂献ソース）検索 
⽂献が収録されているソース（雑誌や新聞名など）から検索します。 
学術雑誌、輯刊、新聞、会議論⽂、年鑑のソース：⽂献が収録された出版物 
学位論⽂のソース：学位授与機関 
 
検索レコメンド・検索ガイダンス機能 
プラットフォームには様々な⼊⼒補助システムを採⽤しています。 
（1）主題ワードの提⽰ 

検索ワードを⼊⼒すると、⾃動的に検索ワードを⼊⼒補助します。 

適⽤範囲：主題、篇名、キーワード、摘要、全⽂  

例：「基因」と⼊⼒すると、ドロップダウンリストに「基因」で始まるホットワードが表⽰され、マウスで提
⽰されたワードを選択し、検索ボタンをクリック。 

 
图 1.2.1.4-1 主题词智能提示 

 

（2）著者ガイダンス 
検索ワードを⼊⼒すると、検索ガイダンスが実⾏されます。 
 
例：「王⼤中」と⼊⼒し、最初の「王⼤中 清华⼤学」をチェックします。清華⼤学の王⼤中によって発表



されたすべての⽂献を絞り、検索された著者を正確に特定、同性同名の著者を除外します。 

 
图 1.2.1.4-2 作者引导（1） 

著者に複数の所属がある場合は、下記のガイダンスリストで複数の単位を選択できます。  
例：⾔語学が領域の李⾏德が発表した⽂献を検索する際は、彼のすべての所属にチェックします。 

 
图 1.2.1.4-3 作者引导（2） 

 

 

 

 



著者の⼀次機関が同じで、⼆次機関が異なる場合、対応する⼆つの機関をチェックすることで正確に検索する
ことができます。 
例：北京⼤学物理学部の「張歓」が発表した⽂献を検索するには、「北京⼤学物理学部」を含む⼆つの機関の
項⽬をチェックします。 

 

图 1.2.1.4-4 作者引导（3） 

 

 

（3）基⾦ガイダンス 

検索ワードを⼊⼒すると、ドロップダウンリストに検索ワードを含む基⾦の名称が表⽰されます。 

例：「⾃然科学」と⼊⼒し、「国家⾃然科学基⾦」にチェックします。 

 
图 1.2.1.4-5 基金引导 

（4）⽂献ソースガイダンス 
検索ワードを⼊⼒すると、ドロップダウンリストに、検索ワードを含む標準化されたソース名が表⽰されま
す。チェックを⼊れると、ソースコードを⽤いて正確な検索することができます。 ⽂献ソースガイダンスの



機能を持つリソースタイプは、学術雑誌、新聞、学位論⽂、年鑑、輯刊があります。 
例：「⼯業経済」と⼊⼒し、検索するソース名称をチェックします。検索結果には、このソースの現在の名称
や以前の名称のすべての⽂献が含まれます。 

 

图 1.2.1.4-6 文献来源引导 

 

マッチング⽅式 
「⼀框式検索」では、検索項⽬の特徴に応じて、さまざまなマッチング⽅法を採⽤しています。 
相関度マッチング：主題、篇名、全⽂、摘要、参考⽂献、⽂献ソース 
主題、篇名、全⽂、摘要、参考⽂献、⽂献ソースの検索ワードのマッチング度に応じて、関連性の⾼い結果が
得られます。 
精度マッチング：キーワード、著者、第⼀著者、責任著者 
あいまいマッチング：著者の機関、基⾦、分類コード 

 

「結果中検索（⼆次検索）」 

「結果中検索」とは、前回⼊⼒した検索結果の範囲内で、新しく⼊⼒した検索条件に従って検索する機能で
す。検索ワードを⼊⼒して「検索結果」をクリックすると、検索結果のエリア上部に検索条件が表⽰されま
す。 

 
图 1.2.1.6 结果中检索 

 

「⼈⼯智能」をテーマにした⼀次検索に対して、「電脳知識与技術」を含む⽂献ソースを検索します。 ×を
クリックすると、最後の検索条件がクリアされ、前回の検索結果に戻ります。 

 



検索⽅法  > ⾼級検索 
トップページの「⾼級検索」をクリックすると、⾼級検索のページに遷移します。あるいは、「⼀框式検索」
の検索結果のページで「⾼級検索」をクリックすると、⾼級検索のページに遷移します。 

 
图 1.2.2.1-1 高级检索入口（1） 

 
图 1.2.2.1-2 高级检索入口（2） 

「⾼級検索」のページのタブをクリックすると、「専業検索」、「作者発⽂検索」、「句⼦検索」に切り替わ
ります。 

 
图 1.2.2.1-3 高级检索页 

 

特徴 

⾼級検索は、複数のフィールドの論理的な組み合わせをサポートし、正確且つ曖昧なマッチング⽅法、検索
コントロールなどの⽅法によって、より複雑な検索をすることができ、ニーズに沿った検索結果を得ること
ができます。 



検索エリア 

検索エリアは⼆つのパートからなり、上半分は検索条件⼊⼒エリアで、下半分は検索コントロールエリアとな
ります。 
 
（1）検索条件⼊⼒エリア 
タイトル、著者、⽂献ソースの 3 つの検索ボックスがデフォルトで表⽰され、検索項⽬と検索項⽬間のロジッ
ク関係、検索ワードのマッチング⽅法などを⾃由に選択できます。 

 

图 1.2.2.3-1 检索条件输入区 

 

图 1.2.2.3-2 检索条件输入区 

検索ボックスの後ろの＋、−のボタンで検索項⽬の追加や削除ができ、10 の検索項⽬の組み合わせ検索がで
きます。 

 

（2）検索コントロールエリア 
検索コントロールエリアの主な機能は、条件の絞り込み、時間の選択など、検索結果に対して範囲のコントロ
ールを⾏います。 

 
图 1.2.2.3-3 检索控制区 

 

検索時には、中国語と英語の拡張がデフォルトで実⾏できます。中国語と英語の拡張が不要な場合は、⼿動で
オフにすることができます。 
検索項⽬ 

⾼級検索にはさまざまな検索要求を満たすために、複数の検索項⽬があります。 



検索項⽬：主題（テーマ）、キーワード、篇名、全⽂、著者、第⼀著者、責任著者、基⾦、摘要、参考⽂献 

 

切庫区 
⾼級検索ページの下⽅は切庫区（個々のリソース）です。庫名をクリックすると、単庫の⾼級検索に切り替わ
ります。 

 
图 1.2.2.5 切库区 

 

⽂献ナビゲーション 

⽂献分類のナビゲーションはデフォルトで折りたたまれた状態です。必要なカテゴリをクリックし、⽂献検索
カテゴリの範囲を絞り込むことができます。「総庫⾼級検索」により、168 の専題ナビゲーションが提供され
ます。これは、CNKI が中国図書館分類に基づいて作成した独⾃の分類システムです。年鑑、特許を除き、168
の専題ナビゲーションに加えて、単庫検索に必要な特⾊あるナビゲーションシステムを提供できます。 

 

検索レコメンド・検索ガイダンス機能 
⾼級検索の検索レコメンドとナビ検索ガイダンスの機能は、ページの右側に表⽰されます。⾼級検索のタイト
ル、篇名、キーワード、摘要、全⽂などの検索項⽬のレコメンドは、同義語、上位語、下位語または関連語が
表⽰されます。 
例えば、「⼈⼯智能」と⼊⼒すると、関連する「機器智能」などが表⽰され、検索要件に従ってチェック。 

 
图 1.2.2.7 检索推荐/引导 

 

検索ワードの出現頻度の選択 

全⽂と摘要を検索する際、検索結果の最適化を補助するワードの出現頻度を選択できます。 

 



結果中検索（⼆次検索） 

⾼級検索は、結果中検索をサポートしており、検索の実⾏後、検索結果エリアの上部に検索条件が表⽰さ
れ、前回の検索条件の間に「AND」を⽤いて連結できます。 

例：トピック「⼈⼯智能」を検索した後、結果中検索で「機器⼈」を検索します 

 
图 1.2.2.10 结果中检索 

 

検索エリアのスペースについて 

⾼級検索を実⾏すると、最初の⾏の検索ボックス以外は⾮表⽰となり、検索エリアのスペースが減り、検索結
果に焦点が当てられます。展開ボタンをクリックすると、すべての検索エリアが表⽰されます。 

 

图 1.2.2.11 检索区收起 

 

検索⽅法   > 作者発⽂検索 

⾼級検索のページで、「作者発⽂検索」のタブに切り替えて作者発⽂検索を⾏うことができます。作者発⽂
検索では、著者名と著者の所属機関を⼊⼒して著者が発表した⽂献を検索します。機能・操作は基本的に⾼
級検索と同様です。 

 

 

 

 

 



検索⽅法  > 句⼦（センテンス）検索 
⾼級検索のページで、「句⼦検索」のタブに切り替えて句⼦検索を⾏うことができます。句⼦検索は⼆つの検
索ワードを⼊⼒し、その⼆つのワードを含むセンテンスを検索できます。 

 

图 1.2.4-1 句子检索（1） 

 

検索結果は下記のように、句⼦ 1 と句⼦ 2 が検索結果のセンテンスです。 

 
图 1.2.4-2 句子检索（2） 

句⼦検索は同じセンテンス・同じ段落の組み合わせ検索をサポートしています。例えば、同じセンテンスに
「数据」と「挖掘」を含み、且つ同じ⽂に「計算機」と「網絡」を含むセンテンスを検索できます。 
 

 
图 1.2.4-3 句子检索（3） 

 

 

 

 

 

 



検索した⽂献には、「数据」と「挖掘」の両⽅を含む同じセンテンスが全⽂中にあり、且つ別のセンテンスに
「計算機」と「網絡」の両⽅が含まれています。  

 

图 1.2.4-4 句子检索（4） 

 

検索⽅式   > 専業検索 
⾼級検索のページで、「専業検索」のタブに切り替えて専業検索を⾏うことができます。専業検索は、図書情
報専⾨家の⽂献検索や情報分析に使⽤され、演算⼦などを使⽤して検索が可能です 

 

图 1.2.5.1 专业检索 

 

 

 

 



検索結果   > ソースタイプに基づいて⽂献を確認する 
総庫がカバーするすべてのリソースタイプが横に表⽰されます。総庫検索の後、検索条件を満たす⽂献量が各
リソースタイプの下に表⽰され、総庫の各リソース内の⽂献分布状況が分かります。 

 

图 1.3.1 按资源类型查看文献 

 

検索結果  > 中国語または外国語の⽂献の選択 
「中⽂」あるいは「外⽂」をクリックすると、中国語の⽂献または外国語の⽂献を確認できます。「総庫」を
クリックすると、中国語と外国語を併せた結果になります。 

 

图 1.3.2 按中文、外文刷选文献 

 

検索結果 > 単庫検索 
単庫を選択した場合、上の検索エリアは単庫の検索項⽬となります。例えば、「学術期刊」を選択した場
合、検索項⽬はタイトル、期刊名称、DOI などになります。 

 
图 1.3.3-1 单库检索（1） 

 

 

 

 

 

 

 



検索ボタンをクリックすると、単庫検索に遷移し、検索範囲は、「学術期刊」となります。単庫内を検索する
と、検索結果が右端に表⽰されます。 

 

图 1.3.3-2 单库检索（2） 

 

検索結果  > 検索条件の表⽰ 
検索結果エリアの左上には、検索範囲、検索条件、検索履歴やカスタマイズ機能が表⽰されます。 

 
图 1.3.4 检索条件 

 

検索結果  > テーマのカスタマイズ 
個⼈アカウントにログインし、「主題定制」をクリックします。現在の検索式を個⼈ライブラリにカスタマイ
ズして、関⼼のある分野の最新業績を確認できます。 

 

検索結果   > 検索履歴 
「検索歴史」をクリックすると、検索履歴が表⽰されます。個⼈アカウントが未登録でも、直近の 10 件の履
歴を表⽰できます。  

 

検索結果  > グループフィルタリング機能 
検索結果エリアの左側はグループによるフィルタリングエリアです。これは、マルチレベルのフィルタリング
を提供し、複数条件の組み合わせのフィルタリングをサポートし、検索結果から必要な優良⽂献を迅速かつ正
確に選別することができます。科学技術と社会科学グループを除き、各グループアイテムのデフォルトでは、
2 つのグループコンテンツが表⽰されます。 



グループ化タブのドロップダウン⽮印をクリック。 

 

グループ化条件をチェックした後、左側の確定ボタンをクリックしてフィルタリングを実⾏。左側の清除ボタ
ンをクリックしてすべてのチェックをクリア。 

 

图 1.3.7 分组确定/清除按钮 

 

グループ内容のソート 

著者は「作者 H 指数」の降順でグループ化され、H 指数が⾼い著者は、権威性のある⽂献をフィルタリング
するため最初に並びます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



グループの可視化 
科学技術や社会科学のグループを除き、各グループ項⽬は、⽂献の分布状況を反映する視覚化の分析機能を提供
します。 
※総庫検索のみの機能です。 

 

 

图 1.3.7.3 分组可视化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



検索結果   > 横断リソースタイプと垂直グループ化フィルタリングの組み合わせ 

①横断ソースタイプエリアと②垂直グループエリアを併⽤すると、必要な⽂献を迅速且つ効果的に探すこと
ができます。 

 

图 1.3.8-1 资源类型与分组筛选 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  
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例えば、主題を「⼈⼝智能」と検索すると、上記のような結果が出ます。学術期刊をクリックすると、⼈⼯知
能をテーマにした学術期刊の⽂献が表⽰されます。左側のグループは学術期刊のグループ化項⽬になり、期刊
ごとに⽂献を選択できます。 

 

图 1.3.8-2 分组筛选 

「農業⼯程学報」にチェックを⼊れフィルタリングした時の⽂献数は、右上に表⽰されます。 

 

图 1.3.8-3 筛选结果数 

 



検索結果   > 発表年度趨勢図 
発表年度趨勢図は、ページの右側にあります。アイコンをクリックして検索結果の発表年度趨勢図を展開し、
検索した⽂献の年間分布状況を視覚的に表⽰することができます 

 

图 1.3.9 发表年度趋势图 

 

検索結果   > ソート機能 
発表時期、関連性、引⽤、ダウンロードのソートがかけられます。 

 

图 1.3.10 排序 

全⽂検索は、降順でソートされ、最も関連性の⾼い⽂献が最初に並びます。その他の検索は、デフォルトでは
発表時期の降順でソートされ、最新の研究結果が表⽰されます。 

 

検索結果  > 検索結果の閲覧モード  
検索結果の閲覧パターンは、詳細モードまたは⼀覧モードに切り替えることができます。 

 

图 1.3.12 显示模式 



詳細モード 

詳細モードでは、より詳細な書誌情報が表⽰され、書誌情報を閲覧することで、探している⽂献かどうかを確
認することができます。 詳細モードのレイアウトは 2 つの部分に分かれており、左半分は書誌概要エリア、
右半分は操作機能エリアです。 

 

图 1.3.12.1-1 检索结果详情模式 

 

機能エリア 

収集機能：アカウント登録が必要で、収集後は個⼈ライブラリ「我的收藏」で閲覧できます。 
閲覧機能：html として加⼯された⽂献は機関アカウント登録後に閲覧できます。未加⼯の html の⽂献はオン
ラインで閲覧可能。 
ダウンロード機能：ダウンロード許可のあるアカウントはクリックして原⽂をダウンロードできます。また、 
海外協⼒⽂献（学術雑誌、図書）には、原⽂へのリンクがあり、提携しているデータベースから全⽂をダウン
ロードできます。 
引⽤機能：クリックして、引⽤する⽂献をコピーします。  

 

图 1.3.12.1-3 引用 

 



⼀覧モード 
⼀覧モードでは、検索結果がリスト形式で表⽰され、⽂献のタイトル、著者、出典、発表時期、引⽤頻度、ダ
ウンロード頻度などの主要な情報が提供されます。 

 

图 1.3.12.2 检索结果列表模式 

 

検索結果   > ⽂献管理 
選択された⽂献は、⽂献のエクスポート、検索レポートの作成、視覚化分析、オンラインでの閲覧機能などを
含む⽂献管理センターで管理ができます。 

 
图 1.3.13-1 点击已选文献进入文献管理中心 

 
图 1.3.13-2 文献管理中心 

 

 

 

 

 



「導出与分析」をクリックすると、対応する操作画⾯に遷移することもできます 

 

图 1.3.13-3 导出与分析功能入口 

 

検索結果   > 相関検索 
検索結果の下部に、相関検索機能があります。 相関検索は、関連する研究トピックや著名な学者など、体系
的な学術研究の参考としてユーザー⼊⼒に関連するワードを推奨するシステムです 

 
图 1.3.14 相关搜索推荐 

関連検索は、⼊⼒した検索ワードに関連する最⼤ 14 件の主題ワードを推奨します。クリックすると主題検索が
実⾏されます。 
 

検索設定 

総庫の検索設定機能は、総庫検索のパーソナライズ化したサービスを提供し、個⼈の利⽤習慣に応じて検索
設定を⾏うことができます。この機能は、総庫検索のみが対象です。 

 

图 1.4 检索设置 

設定内容：リソース検索範囲、検索結果フォーマット 

⻑期間設定を保存したい場合は、個⼈アカウントにログインする必要があります。アカウント未登録の場合
は、ブラウザを閉じたり、このプラットフォームで 20 分間操作を⾏わないと、デフォルトの状態に戻ります。 



検索設定  > 跨庫検索（横断検索）範囲の設定 
総庫跨庫検索に含まれるリソースタイプと表⽰順序の設定 

 

图 1.4.1-1 检索范围 

検索設定を開き、デフォルトで総庫統⼀検索のリソースタイプ検索が表⽰されます。マウスをリソース名に置

くと、 が画⾯上に現れます。クリックするとリソースタイプを削除できます。 

をクリックし、リソースリストに、跨庫検索に⼊れる必要があるリソースタイプを追加します。 

例えば、学術期刊、新聞、会議の総庫統⼀検索を設定します。 

 
图 1.4.1-2 资源类型 

「保存設置」をクリックすると、ページが更新されます。総庫検索で「⼈⼯智能」をテーマにした⽂書を検索
すると、ページは次のように表⽰されます。 

 

图 1.4.1-3 检索设置效果 

会議、学術期刊、新聞が最前⾯に並びます。その他のリソースは検索されません。 

 

検索設定   > 検索結果フォーマットの設定 
検索結果の各ページのデフォルトの検索表⽰数、デフォルトの表⽰モード、デフォルトのソート順は以下のよ
うに設定します。 

 
图 1.4.2 检索结果默认设置 

 



知網節 
知網節には、⽂献知網節、作者知網節、機関知網節、学科知網節、基⾦知網節、キーワード知網節、出版物知
網節があります。 

 
图 1.5 知识网络 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



知網節   > ⽂献知網節 

学術期刊、学術輯刊、会議、学術論⽂⽂献の知網節のページは 3 つの欄から構成され、左から右に⽬録、書誌

情報、出典情報になります。⽬録と出典情報の画⾯は拡⼤と縮⼩が可能です。 

 
图 1.5.1.1 文献知网节首屏布局 

 

ダウンロードと閲覧 

CAJ：ローカルにダウンロードし、CAJViewer を使⽤して⽂献を閲覧 
PDF：PDF 形式の⽂献をローカルにダウンロード 
HTML：オンラインで HTML の全⽂を閲覧可能。定期刊⾏物 、新聞、会議に適⽤。  
スマートフォン： ユーザーは、全球学術快報の QR コードをスキャンし、モバイル端末で⽂献を開き、ダウ
ンロード、引⽤、閲覧が可能。 

 
图 1.5.1.2 文献下载和阅读 

 


