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ジービーマス

数学文献データベース、Zentralblatt MATH が
zbMATH に生まれ変わりました！

•
•
•

ヨーロッパ数学会公式プロジェクト。世界で最も完全なデータベース

1868 年から現在までの文献をカバーした、数学で唯一のデータベース
3,000 以上のジャーナルや定期刊行物、17 万点以上の書籍から
抽出した 360 万件超の数学文献情報を収載

新機能を追加

•
•
•

引用解析機能を拡充
プレプリントサーバ arXiv へのリンクを登載
数学ソフトウェアのためのサブデータベースとしての活用が可能に
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zbMATH

ジービーマス

旧称 Zentralblatt MATH として知られる zbMATH は、1931 年
にドイツのゲッティンゲンにて数学者ノイゲバウアーを中心に編
zbMATH 編集長

Klaus Hulek（クラウス・フレク）
2016 年 4 月 zbMATH 編集長就任。

纂開始され、1996 年よりオンラインアクセスが可能となった、
歴史ある数学文献データベースです。

ハノーファー大学教授、
同大前研究担当副理事長。

EUA (European University Association ヨーロッパ大学協会 ) における研究方針ワー
キンググループの German Rectorsʼ
Council（ドイツ大学学長会議）前議員。
専攻は代数幾何学

hulek@zentralblatt-math.org

2004 年、世界最古の数学書誌年鑑『Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik』
の全コンテンツの電子化を世界で初めて実現した zbMATH は、1868 年から現在まで
の数学文献をすべてカバーしています。

3,000 以上のジャーナルや定期刊行物、そしておよそ17 万点の書籍から抽出した 360
万件超※のデータを収載。数学、統計学、コンピューターサイエンスをはじめ、工学、
物理学、生命科学への応用領域をカバーし、更に数学史、数理哲学、数学教育の文献
も収載しています。
すべての情報は、Mathematics Subject Classification Scheme (MSC 2010) に基
づいて分類され、適切なキーワードを付与することで検索しやすい設計となっています。

zbMATH は、今日の数学者のニーズに応えて設計された、欲しい情報を迅速かつ簡単
に見つけることができるオンライン・データベースです。
ヨーロッパ数学会公式プロジェクトとなった現在、世界 7,000 人以上の専門家がレ
ビューを執筆しており、毎年およそ12 万件が新たに追加されています。

zbMATH は、非営利団体であるヨーロッパ数学会、カールスルーエ学術情報センター、
ハイデルベルク学士院が共同で編集、運営しています。

「大規模なデータベースを 開発し、ウェブ
サービスを提供しているzbMATHは、
数学界
にとって素晴らしい取り組みです。
1868年か
らの文献情報をカバーし、世界中のどこから
でも検索できる唯一無比のツールです。
」

zbMATH科学ユーザー委員会

※2017 年 1 月現在

価値あるコンテンツ

•
•
•
•
•
•
•

3,000 以上のジャーナルおよび定期刊行物、およそ17 万点以上の書籍から抽出し
た 360 万件もの数学文献を網羅
1826 年からの一部と1868 年から現在までをカバー。これほど長期間のレビューお
よび抄録をカバーしたデータベースは、数学では zbMATH ただ一つ
毎日更新。年間およそ12 万件を新たに追加
すべての文献情報はレビュープロセスを経て、適切な MSC コード (Mathematics
Subject Classification Code) とキーワードを付与
世界中の 7,000 人以上の専門家がレビュー
arXiv.org、ElibM、EuDML、Numdam、Project Euclid などへのダイレクトリンク
出版履歴、研究ネットワークと出版テーマ情報、引用解析を含む 90 万人以上の著
者プロフィールを収載

数式や方程式は、zbMATHに組み込まれた

MathML（数学マークアップ言語）により表
示されます。

•
•
•

文献情報間の出典関係を明らかにする1,800 万件のリファレンス情報の表示とクロスリンク

MathML（数学マークアップ言語）とオプションの MathJax により複雑な数式を迅速に表示
swMATH による数学ソフトウェアの検索機能
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収載分野の例

•

Mathematical logic and
foundations
（数理論理学と数学基礎論）

•
•
•
•
•

Number theory（数論）
Algebraic geometry（代数幾何学）
Geometry（幾何学）
General topology（一般位相空間論）
Topological groups, Lie groups
（位相群、リー群）

•
•

Functional analysis（関数解析）
Dynamical systems and
ergodic theory
（力学系とエルゴード理論）

•

•

Partial differential equations
（偏微分方程式）

•
•
•
•
•
•
•

Quantum theory（量子論）
Probability theory and stochastic
processes（確率論と確率過程 ）
Statistics（統計学）
Combinatorics（組合せ論）
Computer science（情報科学）
Numerical analysis（数値解析）
Mathematics education
（数学教育）

•

History and biography
（歴史と伝記）

Ordinary differential equations
（常微分方程式）

zbmath.org へアクセス
検索機能

zbMATH をお試しください。
上位 3 件までの検索結果は
無料でご利用いただけます！
Documents、Authors、Journals、
Classification、Software、Formulæ より
検索したい項目のタブをクリック、
検索ボックスに入力し、簡単に検索できます

Structure Search から詳細検索ができます
ドロップダウンメニューや マウスオーバー表
示機能で、直感的に使用できます

Structure Search画面

zbMATH
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検索結果

プレースホルダーを使用した数式検索によ
り、全ての関連文献がヒットします

検索結果は、画面右に表示される Authors、

Journals、Classification、Publication
Year の一覧から絞り込めます。また、検索
トピックに関連している著者やジャーナル
名が文献数とともに一目でわかります

文献情報の一例

書誌情報

複雑な 数 式や図形は、ブラウザ を問わず

MathML により正確に表示されます

レビュアー名とプロファイルへのリンク

文献が引用された回数
（zbMATH のレビュー
含む）と全引用リストへのリンク

MSC コードとキーワードが検索の精度を高
めます
フル テ キ ス ト DOI、arXiv.org、ElibM、

EuDML、Numdam、Project Euclid な
どへのダイレクトリンク
参考文献

zbMATH
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著者検索
すべての著者について、著者プロフィールのページがあります。名のみ、姓のみの検
索はもちろん、著者名略記、さらに共著者名でも検索できます。入力に厳密なルール
はありません。著者には ID が付与され、著者名の表記が異なっていても同一の著者と
認識されます。

New! Collaboration distance tool が登
場。著者と検索先数学者との関連性が示さ
れます

New! Math Genealogy Project、
Wikipedia、Math-Net.Ru、
Researchgate への外部リンク
共著者名、ジャーナル名、分野ごとの文献数

出版年ごとの文献数。グラフをクリックす
ると、その年の著者の研究発表成果が一覧
できます

最も引用された論文 5 本、発表年、被引用
回数を表示します。この引用情報は毎日更
新されています

すべての被引用文献
被引用回数を引用者、ジャーナル、
分野ごとに分類

この著者の論文の年別被引用回数。グラフ
をクリックすると、その年の著者の被引用
文献が一覧できます

zbMATH

zbmath.org
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ジャーナル検索

著者名、分野ごとの文献数

出版年ごとの文献数

New! このジャーナルで発表された最も被
引用回数の多い論文や著者、分野、引用先
ジャーナル

New! このジャーナルの年別被引用回数。
グラフをクリックすると、その年の被引用
文献が一覧できます

未来型の研究者間コミュニケーションをもたらす zbMATH
論文発表環境が劇的に変化している今日、書誌サービスは単なるメタデータの貯
蔵庫ではなく、科学ネットワーク、オーサーシップ、セマンティックな相互関係に
関わる問題に応えなければなりません。zbMATH は、多面的情報を迅速かつ容
易に提示することで今日の数学者のニーズに応えます。新しいプラットフォームは
詳細検索機能と使いやすい直感的デザインを組み合わせ、フルテキスト、オープ
ンレポジトリ、デジタルライブラリーへのリンクで包括的な抄録情報が補完され、
誰でも数学の世界を自在に操れるような設計になっています。

zbMATH

zbmath.org
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数学関連ソフトウェア検索
swMATHは数学、統計学・情報科学などに関連したソフトウェアを検索でき、
zbMATHと相互に連携しています。
Software タブをクリックし、
ソフトウェア名を入力

関連ソフトウェアがヒットします

このソフトウェアについて

ソフトウェアの関連キーワードを表示

このソフトウェアについて言及した

zbMATH 上の文献へのリンク

zbMATH
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zbMATH導入のメリット
For Mathematicians
• 新規の文献情報が毎日更新され、最新の検索結果を得られます。
• 検索結果には、MSC コードやキーワードなどの情報が含まれ、より識別しやすくなっ
ています。

•

各種機能は、マニュアルを見なくてもわかるよう設計・デザインされており、フィル
ター機能や論理演算子による絞り込み検索ができます。複雑な検索式も簡単に組み
立てられます。

zbMATHで検索してみましょう

• Cauchy, Augustin-Louis
• Poincaré, J Henri
• Hilbert, David
• Neugebauer, Otto
• Kolmogorov, Andrey
• Itô, Kiyosi
• Kodaira, Kunihiko
• Grothendieck, Alexander
• Margulis, Gregori
• Fukaya, Kenji
• Kobayashi, Toshiyuki
• Kontsevich, Maxim
• Ngô, Bao Châu
• Tao, Terence

•

MathMLや MathJax のフォント表示システムが組み込まれ、迅速に正確で完全な
数式が表示されます。

•

詳細情報を閲覧できるよう出典元にリンクされており、アクセス権があれば、フル
テキストで閲覧できます。

•

著者情報が充実しています。ID 付与により、異なる表記でも検索可能です。更に、
著者や著者の研究ネットワーク情報、研究の動向や出版履歴、研究トピック、引用
データを見ることができます。

•

データベース swMATH との連係により、数学関連のソフトウェア情報を検索するこ
とができます。

•

ジャーナルだけでなく、書籍、プロシーディングス、その他、多岐にわたる文献情
報を検索できます。

For Librarians
• 19 世紀から現在に至るまでの抄録とレビューを掲載した、世界で最も完全な数学文
献データベースを利用者に提供できます。

•
•

文献は毎日更新されており、常に最新の情報を利用していただけます。
ジャーナルなどの定期刊行物だけではなく、学会や学術出版によって刊行された書
籍のほとんどをカバーし、いずれも出版後速やかに収載されています。

•
•

リンクリゾルバを用いてテキスト全文へのアクセス可否を速やかに確認できます。

zbMATH の検索結果は SpringerLink 等、あらゆる一次文献情報へリンクしていま
すので、購読しているすべての数学コンテンツへのアクセス増大を促進します。

•

•
•
•

検索は上位 3 件まで無料です。

2 か月間の無料トライアルを承ります。
価格は機関の規模により異なり、
年間ライセンス契約となります。

Contact
us!

同時アクセス無制限であり、いつでもどこでも利用いただけます。

新しい機能が加わった zbMATH をお試しください。
zbMATH を利用してみたい、より詳しく知りたい、
トライアルを希望するなど、
シュプリンガー・ネイチャーまでご連絡ください。
シュプリンガー・ネイチャー
インスティテューショナル・マーケティング

• Email: market@springer.jp
• Tel: 03-4570-6710
• Fax: 03-3267-8746

SJ201702

