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Summonは、図書館の蔵書と電子資料を一度に探すことができるディスカバリーサービスです。

１．検索する
▼TOPページ

https://hyogo.summon.serialssolutions.com/

検索ボックスにキーワードを入力し、検索ボタン
をクリックするだけです。
自動的に多くのフィールドを検索します。
たとえば、論文タイトル、主題、著者名、出版社、雑誌
名、書籍名、巻、号、ISBN、ISSN、DOIを入力した場合、
それらに関連した結果が返されます。
キーワードを途中まで入力すると、検索候補語が表示されます。
入力の手間が省けたり、思いつかなかったようなキーワードで
検索できたりします。

▼詳細検索画面

自動的に候補語が
表示されます

「詳細検索」をクリックして下記のような条件を設定して
検索することもできます。
・キーワード
・著者/作成者
・タイトルのキーワード
・ ISBN
・ ISSN
・掲載誌
・巻
・号

・出版年月日
・フォーマット
・本文言語
・絞り込み条件

（本文あり、学術文献、
図書館OPACにある文献、オープンアクセス）
・除外条件（新聞記事、書評、学位論文）

～検索対象～
ひとつの検索窓から一度に検索できます！

図書館
OPAC

おすすめ情報

推奨データベースなど、検索
キーワードに関するおすすめ
の情報が検索結果上部に表示
されます。

関連キーワード

検索したキーワードに関連する
キーワードが検索結果中部に表
示されます。

電子ジャーナル
電子ブック

データベース

２．検索結果を確認する
Ａ 検索結果を絞り込む-ファセット-

▼検索結果画面

Ａ

B

M

文献のタイプ、フォーマット、著者、主題、出版
年などで検索結果を絞り込むことができます。
チェックを入れると自動的に検索結果が更新され
ます。
Point !
Web上ですぐに読める文献を探し
ている場合は、「本文あり」に
チェックを入れましょう！
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C 表紙画像/資料アイコン

表紙画像または資料の種類を示すアイコンを表示します。

例）

B 表示順を並べ替える
適合度の高い順/日付の新しい順/日付の古い順/著
者名順/タイトル順で並べ替えることができます。

H 引用文献 / 被引用文献
図書

電子ブック

雑誌論文

新聞記事

学位論文

書評

データセット

特許

政府文書

会議録

D 資料名

雑誌名、書籍名、論文名など、その検索結果のタイトルを
表示します。

E 書誌情報

巻、号、ページや著者名、抄録などを表示します。
Point !

雑誌名をクリックすると、その雑誌内に絞り込んだ検索が
できます。

F 資料の種類、所在情報など

その論文の引用文献/被引用文献を表示します。

I 関連論文

※有料オプション

その論文の閲覧者が他にどのような論文を閲覧しているか
のログを元に、関連論文を表示します。

J 査読済/オープンアクセス

査読済…この論文が査読を受けたものであることを示します。
オープンアクセス…無料で閲覧できる論文であることを
示します。

K Altmetric

Altmetric（SNS上での言及等を元にした学術論文の影響度
を示す指標）のスコアがあるものはアイコン（
）を
表示します。マウスオーバーすると評価数の内訳を確認で
きます。クリックするとさらに詳細なページが開きます。

資料の種類と、電子で本文が読めるものには「本文あり」
や「PDF」「More Options」等のリンクが、
L 資料情報を保存する
文献情報のみのものには「文献情報のみ」と表示されます。
図書館OPACに登録されている資料の場合、配架場所や請
文献情報を一時的に保存します。
求記号が表示されます。
パーマネントリンクのURLをコピーします。

G Quick Look

クリックすると更に詳細な書誌情報を表示します。

指定したフォーマットで文献情報を表示します。
指定したフォーマットで文献情報をメールで送信します。
各種文献管理ツールに文献情報をエクスポートします。

M 保存した文献情報を見る

ブックマークアイコン（
）をクリックすると、保存
した文献情報を確認することができます。
Point !

文献情報の保存は一時的なもので、画面を閉じると削除さ
れます。後ほど見返したい情報は文献管理ツールを利用す
るなど、その他の方法で保存してください。
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Summon User Guide

Summon is a discovery service which allow users to find library materials, including e-journals, e-books and various citation
information.

1. How to Search

▼TOP Page https://hyogo.summon.serialssolutions.com/en/#!/

Just enter the keyword in the search box and click on the
Search button.
Searching automatically over multiple fields. For example, if
users enter the either one or some title of the journal article,
the subject, the author, the publisher, the title of the
journal, the title of the book, the volume, the issue, ISBN,
ISSN and DOI, they can get the search results related to the
above-mentioned conditions.
As you type within the search box, autocomplete algorithm of
Summon offers searches that might be similar to the one you
are typing.

▼Advanced Search page

Suggestions are
provided

Click on the “Options” button and search by entering the below
conditions.
-

Keywords
Author
Title
Publication Title
ISBN
ISSN
Issue
Volume

‐

Publication date
Content type
Language
Limite to

*Items in the library catalog,
Items with Full text online etc…

Exclude from results

*Newspaper articles, Book Review, Dissertations

～ Search targets ～
Users can search all at once from the one search window !

Library OPAC

Recommended Information

Recommended information related
to a keyword for a search, such as
Database Recommendations, is
shown.

Related keywords

Keywords related to a keyword
for a search are shown.

E-Journals
E-Books

Databases

2. Find the targeted material from the search results.
Ａ Narrow the search results -facet-

▼Search Result

Ａ

B

M

Users can narrow search results by content type,
publication date, discipline, etc. Check the
items—search results are automatically updated.
Point !
Check "Full Text Online" if
you are looking for a readyto-read contents on the
Web!
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C Cover images / Material icons

Citation trails allow you to explore a topic and collect
material by following a chain of articles that cite each
other.

e.g.）

Journal Articles

Newspaper
articles

Data Set

Patent

eBook

D The title of the material

Dissertations

Government
Document

Book reviews

Conference
Proceeding

Journal titles, book titles, journal article titles, etc.

E Bibliographic information

Volumes, issues, pages, authors, ISSN/ISBN, etc.
Point ! Clicking the journal title, you can search only contents
which published on the journal.

F Content type / Location / etc

If it is the available content with full text, "Full Text
Online", "PDF" or "More Options" link is displayed. If it is
the available contents only for citation or bibliography,
"Citation Online" is displayed. Users can confirm the
location of the content in the library from the link, if it is
your library holdings.

G Quick Look

Users can sort by the following options:
Relevance/Date (Newest) /Date (Oldest)/Author/Title

H Citation trails

Cover images or material icons are displayed.

Books

B Sorting search results

By clicking “Quick Look,” users can see details of the
item.

I Related Articles “bX Recommender” *Charged option

Users can find the related articles by using bX
Recommender which is continuously updated from mining
usage data from millions of researchers worldwide
including users from many of the world’s largest research
institutions to deliver trusted results.

J Peer-Reviewed / Open Access

If the content is Peer-Reviewed or Open Access, label is
shown.

K Altmetric

Altmetric shows the attention and the influence of the
material. Hovering the mouse over the icon, the
breakdown is displayed. Click on the icon and open the
detail page.

L Save the item

enables you to save the item temporarily.
enables you to copy permanent link URL.
enables you to output the specified citation format.
enables you to send the item information by e-mail.
enables you to export to various citation tools.

M Saved Items

A saved item folder will be available for the duration of
your search session. You can view, copy/paste, email,
print or export your list to bibliographic management
software.
Point !

Closing the browser deletes the items saved in the
folder. If you want to review the information at a later
time, please save it in some other way, such as using a
reference management tool.

