
Web of Science とは・・・

 アメリカの大手情報企業であるトムソン・ロイター社が提供する学術文献引用索引データベース
 あらゆる分野を網羅し、包括的な収録範囲を誇る
（2014年末時点で世界中の12,500誌を収録）

 ジャーナルの分析データも充実し、インパクトファクターなども調べられる（Journal Citation Reports）

研究の基礎②

英語論文の探し方入門
Web of Science

筑波大学大塚図書館
2016年5月
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分野 特徴
Tulips Search
(筑波大学ディスカバリーサービス) 全分野 世界中の論文だけでなく、筑波大学契約の電子ジャーナル・筑波大学蔵書も包括的

に検索できる。「筑波大学内で入手できるもの」を探すには一番。

Web of Science 全分野

海外論文データベースのスタンダード。全分野の評価の高いジャーナルのみを収録し、
情報の信頼性が高く、データも豊富。様々な研究機関が学術統計情報の基礎デー
タに利用するほど。論文の引用・被引用データが完備している数少ないデータベースで、
うまく利用すれば効率よく文献が探せる。ジャーナル分析データーも充実し、雑誌のイン
パクトファクターなども調べられる。

PubMed 医学
世界最大級の医学系論文データベース。医学系とはいうものの、生物学、生化学、
心理学など関連分野のデータも幅広く登録。海外科学論文を探すなら是非とも使う
べきデータベース。

PsycINFO 心理学
関連分野まで幅広く収録されており、教育学、犯罪学、経営学などの関連心理学文
献も網羅。

SPORTS Discuss スポーツ スポーツ学＆運動学分野の外国語データベース。本文データも多い。

Lexis.com 法令・判例・
ビジネス

判例文献情報を中心とした海外の法律・経済関係の包括的データベース。初心者で
は時に使いこなすのが難しいほど情報が驚異的に多く、経済情報なども豊富。

Business Source 
Complete ビジネス

論文だけでなく、産業レポート、マーケットリサーチ、経済統計レポート、企業情報など、
様々な文献を収録。本文データも多い。

Google(Google Scholar) 全分野 日常使いではおそらくお馴染み。玉石混交の情報が紛れているので、学術情報を検
索するには注意とコツが必要。
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はじめに 英語論文(外国語論文)を探すツール

※上記以外にも様々な検索ツールがあります！



貴方は文献を探すとき、どうしますか？
・検索サーチで関連キーワードを検索
・論文の引用文献リストをたどる
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論文の引用文献リストは参考になる。しかし・・・

その論文より過去の文献しか調べられない
という制約がある

キーワードの設定によっては
結果が多すぎたり少なすぎたり…

キーワード検索だけでは
うまく検索できているか不安・・・



Web of Science の特徴
全ての論文データの引用・被引用情報が登録・索引づけしてあり、引用件数
の多い論文を調べたり、関連性の高い論文を調べたりしやすい。
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Aに引用された論文
どんな研究が元となった
のかがわかる！

Aを引用した論文
後にどのような研究につ
ながったのかがわかる！

関連論文が
わかる！

自分の研究
にとって重要

な論文
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引用した
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コラム
Garfieldの集中則

• どの分野でも、引用は特定の文献に集中する
•学問分野は相互に密接に関連している
例えば、スポーツについての研究一つをとっても、運動生理学（医学、分子生物学、生化学、栄養学、などな
ど）、バイオメカニクス（物理学、数学、情報学などなど）、経営学、経済学、統計学、教育学、心理学、メ
ディア学など、無数の分野と関連している

• ある分野の重要な文献は、その関連分野からも参照されている

★引用件数の多い論文は重要性が高く、専門領域以外でも利
用されている可能性が高い★
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各分野のコア・ジャーナルを集めて引用で繋ぐと、研究分野
を超えて効率的な文献検索ができる



Web of Science を利用する
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図書館トップページの
「データベース一覧へ」をクリック

データベース一覧の「全分野外国語」にある
「Web of Science Core Collection」
をクリック

Point
学外から利用する場合には「Rのアイコン」をクリック



Web of Science で検索する
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Point
検索項目を増やすには
「検索条件を追加」をクリック



検索法① 検索結果から重要な文献を探す
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例題：iPS細胞を扱う論文の中で重要な文献を探したい

(キーワード“iPS cell”で検索)

Point
検索結果を更に絞込む
（追加できる条件は分野、ドキュメントタイプ、著者名
、出版年、所属機関、言語、国/地域など多数)



検索法① 検索結果から重要な文献を探す
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山中伸弥教授のノーベル賞の
受賞理由とされる論文が一番
上に登場！

桁外れの被引用数！

Point
並び替えで「被引用数 – 多い順」を選択

キーワードで検索してから…



被引用数と論文の重要度
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 被引用数の多い論文は、それだけ注目されて利用されている文献なので、
価値が高いと言える
→ 被引用数の多い順に並べると、重要論文を探しやすい

 とはいえ、被引用数の多さが絶対的な指標ではないので注意
 引用されやすい分野とされにくい分野がある（人文系や基礎学問系は不利）
 被引用数には、批判のために引用している論文も含まれる
 古い論文の方が新しい論文よりトータルの被引用数では多くなりやすい
 原著論文に比べて、レビュー論文の方が引用されやすい
 英語以外で書かれた論文は、当然、被引用数は少なくなる
 論文の価値が非常に高くても、掲載誌がマイナーだと引用数は低くなりやすい
 自分の論文で過去の自分の論文を引用しまくれば、その被引用数は上がる・・・
 研究手法・分析法などについての論文は超絶高引用論文となる可能性が・・・



Web of Scienceで見つけた論文を入手するには…
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Tulips Linkerアイコンをクリック！

Point
Tulips Linker画面は次のようなことができる総合窓口的な
ページです。

・筑波大学の電子ジャーナルを調べる
・OPACで図書館に紙媒体の雑誌がないか調べる
・筑波大学で所蔵していない場合、所蔵のある他機関に
論文の複写をWebから依頼する（送料等実費有料）
※Webから複写依頼申し込みを行うには事前の申請が必要です



検索法② 研究分野の概観や先行研究を知りたい
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例題：iPS細胞研究の概観や先行研究をざっくり知りたい

Review（レビュー論文）とは・・・
今までの研究の結果をひろくまとめている論文のこと。一般的にその分野を良く知る権威の研究者が執筆
することが多く、ある研究全体の流れを知るための参考資料になります。その研究分野の概要、過去の関
連研究、研究の論理的な流れ、近年の研究内容や今後の関連研究への期待などが適切にサマライズさ
れています。1)

Point
Review（レビュー論文）を活用する！

1) トムソン・ロイター”Vol.3 Reviewの考え方①-よくわかる！Web of Science Core Collection 学生編”.
http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/web-of-science/yokuwakaru/comic03/ (参照2016-03-22)＊赤字強調は大塚図書館による

！！孫引き(引用の引用)に注意！！
論文作成時に文献を引用する時は、自分自身で原著論文にあたって原著論文から直接引用するのが研究の原則です。レ
ビュー論文は過去の関連研究を知る上で非常に参考になりますが、自分の論文にその過去の関連研究について引用を行う
には、レビュー論文の記載だけでなく必ず原文を自分の目で確かめて引用する必要があります。



検索法②
自分の研究分野の概観や先行研究を調べたい
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更に「分野」で絞り込むと、
自分の知りたい分野、自分の知りたい視点での
Reviw論文が探せるのでより効果的

Point
１．ドキュメントタイプで「REVIEW」に
チェックを入れ絞り込み

２．並び替えで「被引用数 – 多い順」を選択

例題：iPS細胞研究の概観や先行研究をざっくり知りたい

(キーワード“iPS cell”で検索)
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検索結果の詳細画面を開き・・・

「被引用数」をクリックすると、
この論文を引用した論文に

「引用文献」をクリックすると、
この論文が引用した文献に

検索法③
引用・被引用を活用する

例題３-1：ある論文がどのような研究を元にしているのか知りたい
ある論文がどのような研究につながっているのか知りたい
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検索法③
引用・被引用を活用する
例題3-2：ピーター･ドラッカー（Peter Ferdinand Drucker）著 『マネジメント』

（Management : tasks, responsibilities, practices） を引用している論文を探す

Point
「引用文献検索」を選択

表記のゆれをカバーするため、著者
名を調べるときは
「名字 名前のイニシャル*」

雑誌名（省略形）や書名を入力
*(ワイルドカード)等をうまく活用することでもれなく
検索
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検索法③
引用・被引用を活用する
例題3-2：ピーター･ドラッカー（Peter Ferdinand Drucker）著 『マネジメント』

（Management : tasks, responsibilities, practices） を引用している論文を探す

検索したい引用元文献の候補が表示されるので、必要な文献にチェックを入れて検索！

表記にゆれがあるものも検索できています。
同一文献でも引用者により書名などの表記にゆれが
あったり、時には巻号やページ数を間違って引用して
いたりする時があります。

『マネジメント』を引用している論文が検索された



Point
効果的な検索を行うための検索テクニック

入力 検索結果

AND検索 情報処理 ディジタル
情報処理 AND ディジタル

「情報処理」｢ディジタル」
両方を含む

OR検索 情報処理 OR ディジタル 「情報処理」｢ディジタル」
どちらかを含む

NOT検索 情報処理 NOT ディジタル 「情報処理」を含むが
「ディジタル」を含まない

フレーズ検索 “liquid crystal”
空白文字(全角・半角空白)を含む文字
列で検索

｢nematic liquid crystal｣はヒットす
るが
｢crystal in liquid｣はヒットしない

ワイルドカード work* ｢worker｣｢working｣はヒットするが
｢homework｣はヒットしない
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＊AND OR NOTは大文字でも小文字でも可
＊より様々な検索テクニックはWeb of ScienceTM Core Collection ヘルプで確認できます。
https://images.webofknowledge.com/WOKRS518B4/help/ja/WOS/contents.html
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検索後「結果の分析」をクリック

結果の分析画面に

検索法④I
研究分野に関連の深い研究者・雑誌を知りたい

Point

「結果の分析」を利用する
「結果の分析」を利用する時は
「Web of Science Core Collection」
を選んでから検索！
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検索キーワードについてのレコード件数が多い著
者(つまりその分野と関連の深い研究者)が調べ
られる

検索キーワードについてのレコード件数が多い雑誌(つまりそ
の分野の有力ジャーナル)が調べられる

その分野と関係の深い研究者を知る その分野の有力ジャーナルを知る

Point 「著者名」で分析！ Point 「出版物名」で分析！

検索法④I
研究分野に関連の深い研究者・雑誌を知りたい



20

例題 ： 経営分野で影響力のある雑誌とは何か

検索法④ II
研究分野で影響力のある雑誌を知りたい

Point

「Journal Citation Reports」を利用する

 Journal Citation Reportsでは、引用データを基にした学術雑誌の統計的評価
（インパクトファクターなど）を指標として、重要度の高い雑誌や、影響度の高い雑
誌を調べることができます。

※インパクトファクターの詳しい説明についてはP23以降の「補足 Web of Science
（Journal Citation Reports）をさらに活用する」をご覧ください
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１．タブを「Categories By Rank」に切り替え
２．一つの分野(例えば、MANAGEMENT)を選択

例題 ： 経営分野で影響力のある雑誌とは何か

検索法④ II
研究分野で影響力のある雑誌を知りたい

利用にはWeb of Science 上部メニューの「
Journal Citation Reports」をクリック
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Journalsのところにある数字を
クリックすると・・・

その年のManagement分野の雑誌の
インパクトファクターランキングへ

Managementのカテゴリーに
応用心理学の雑誌もあることにも注目

検索法④II
研究分野で影響力のある雑誌を知りたい



最後に・・・
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 今回ご紹介したのは Web of Science の機能のほんの一部です。他
にもたくさんの機能がありますので、是非、いろいろと試してみてください。

 上部メニュー右側にはヘルプもありますので、そちらで使い方を調べることも
可能です。

 もしわからないことなどがありましたら、お気軽に大塚図書館職員にご相
談ください。メールでの質問も受け付けています。

ill-otsuka@tulips.tsukuba.ac.jp



Web of Science では、Journal Citation Reportsを利用して引用データを基にした学術雑誌の統計的評価
（インパクトファクターなど）を調べられることも大きな特徴です。
これを活用することで、次のようなことに役立ちます。
・ 特定の研究テーマについて影響力の大きな雑誌を見つける
・ 投稿先の雑誌を選ぶときに重要度の高い雑誌を見つける

ここでは補足として、インパクトファクターについて簡単にご紹介します。
さらに詳しく知りたい方は、ヘルプや大塚図書館職員までお気軽にお尋ねください。

補足

Web of Science
（Journal Citation Reports）を

さらに活用する
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インパクトファクターとは
インパクトファクター（文献引用影響率）とは、特定ジャーナル（学術雑誌）に掲載され
た論文が特定の年または期間内にどれくらい頻繁に引用されたかを平均値で示す尺度

→ この数字が大きければ影響度の高い雑誌と考えられる

【インパクトファクターの計算方法】

A ＝ 2012年、2013年に雑誌Cに掲載された論文が2014年中に引用された回数
B ＝ 2012年、2013年に雑誌Cが掲載した原著論文の数
雑誌Cの2014年のインパクトファクター ＝ A÷B
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インパクトファクターの注意点
1. 雑誌の影響度を測る指数で、個々の論文や研究者の影響度を評価するもので

はない
2. 数字は年ごとに変わる
3. 論文の被引用数は分野によって大きく異なるので、違う分野の雑誌のインパクト

ファクターを比較しても意味はない
4. インパクトファクターはジャーナルの評価を決める絶対的数値ではなく、あくまでも尺

度の一つ

！！インパクトファクターについてよくある勘違い！！
「この論文のインパクトファクターを調べたいんですけど・・・」 →注意点１.
「私のインパクトファクターはいくつになりますか？」→注意点１.
「こちらの雑誌の方がインパクトファクターが高いから、より優れたジャーナルなんですよ
ね」→注意点3. & 4.
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インパクトファクターの問題点
• レビューが多い雑誌はインパクトファクターが上がりやすい （計算式が「被引用数」

÷「原著論分数」だから、レビュー記事は分子の数値を上げても、分母の数字には
カウントされない）

• 論文の掲載数の少ない雑誌は数値が高くなりやすい
• 被引用数の計算対象を直前の2年だけにしているので、研究の進度がゆっくりで長
期的な分野では数値が低くなってしまう

• 特定の専門家向けの雑誌は、学際的に広く利用されている雑誌よりインパクトファ
クターは低くなりやすい

• インパクトファクターの数字は、実際のところ、その雑誌に掲載されている平均的な論
文の被引用数になっていない（平均値と中央値の乖離）。現実には、被引用数
を大きく引き上げるスター論文がある一方、たいして引用されない論文もたくさんある
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インパクトファクターはあくまでも参考指標の一つとしておくべき



Journal Citation Reports で検索する

28

基本的にはここの検索窓に調べ
たい雑誌名を入力して検索

サイドメニューにはいろいろな機能も・・・

Journal Citation Reportsトップページ



検索例 (雑誌名“Nature”で検索)
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検索結果から該当雑誌を選択して詳細画面へ



Journal Citation Reports 詳細画面

30

こんな指標にも注目！

①Immediacy Index 最新文献指数
その年に掲載された論文が、同年中にどれだけ多く引用さ
れたかを示す指数。研究最前線のホットな論文が多い雑
誌を調べる場合に注目。

②Cited Half-Life 被引用半減期
その雑誌に掲載された論文がどれだけ長い期間を引用さ
れ続けているかを測る数字。話題性だけでなく、ずっと影
響力を与え続けている論文が多い雑誌を探すのに便利

③Eigenfacto Score アイゲンファクター
重要度の高い雑誌からどれほど引用されているかを測る
数値。インパクトファクターの欠点から生まれたため、こちら
の方が雑誌影響度の実態を示していると言われている。
まだあまり一般化されていない。

④Normalizer Eigenfacto 正規化アイゲンファクター
その分野のジャーナルの平均値が1となるように計算され
たアイゲンファクター。元のアイゲンファクターより、感覚的に
わかりやすい。

インパクトファクター

記事の総引用数
論文数

① ② ③ ④
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