
クラリベイト
サイエンス事業部 カスタマーサクセス

Web of Science

情報洪水に翻弄されない！

本当に読まなければいけない

論文を30秒で発見する方法

2020年4月



2

読んでおくべき重要な海外論文を見つけることができます。

それが何故重要な論文かを理解し、他の人に説明できます。

その結果・・・

輪読会の準備・論文検索・レポート作成の時間が大幅に節約でき、
研究や通常の生活などの時間に充てることができるようになります。

本日のTake away
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このセミナーを受講した後みなさまは



1.Web of Scienceとは？

2.“読むべき論文”をいち早く見つ
けるコツ

アジェンダ

3
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1.Web of Scienceとは？

論文をどう見つけますか？

例えば
・インターネットで検索してみる
・図書館にいって検索してみる
・先輩が教えてくれたツールを活用している

とりあえず最初にHitし
た論文を見たけど、これ

でいいのかな？



5

1.Web of Scienceとは？

なぜググるだけではダメなのか？

何故、Web of Scienceのような文献検索に特化したツールを
使う必要があるのでしょうか？

Web of Scienceを使うと
効率的に検索・信頼できる情報が手に入る

①厳しい基準で収録ジャーナルを厳選

②インパクトの高い論文が一目でわかる

③査読されたジャーナルのみ収録されており安心
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1.Web of Scienceとは？

粗悪ジャーナルに気をつけよう！

オープンアクセス（OA）ジャーナルのビ
ジネスモデルを悪用した学術誌

OA学術雑誌を名乗り、掲載料*さえ払えば まともな査読をせ
ずに論文を掲載

*:APC=Article Processing Charge
（論文掲載料、論文処理費用）



Web of Scienceの収録基準

出版社ではない中立な立場で高品質なジャーナルを厳選

*SCIEとSSCIに収載＝ジャーナル・インパクトファクター付与
7

SCIE* or SSCI* 

or AHCI に収載
ESCIに収載

通過率
10-12%

クオリティの基準 インパクトの基準

１ ジャーナルとしての

基本事項

- ISSN

- ジャーナルタイトル

⁃ 出版社について

⁃ オンラインジャーナルの
場合、URL

⁃ コンテンツへのアクセス

⁃ 査読ポリシー

⁃ 連絡先詳細

２ 編集内容

⁃ 学究的内容か

⁃ 英語のタイトルや抄録

⁃ アルファベットの書誌情報

⁃ 言語の明晰性

⁃ 出版頻度やボリューム

⁃Webサイトの機能性／
ジャーナルフォーマット

⁃ 出版倫理

⁃ 編集所属詳細

⁃ 著者所属詳細

３ 編集体制

⁃ 編集委員会の構成

⁃ statementの妥当性

⁃ 査読

⁃ 内容の関連性

⁃ 補助金詳細

⁃ 学術コミュニティの基準
を遵守

⁃ 著者分布

⁃ 適切な引用

４ インパクト

⁃ ジャーナル全体の引用分析

⁃ 著者の引用分析

⁃ Editorial Board Members
の引用分析

⁃ 内容の重要性

+ クオリティの基準

ESCI:地域・成長分野の引用索引 SCIE:自然科学系
SSCI:社会科学系
AHCI:人文科学系
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1.Web of Scienceとは？

学術論文の一般的な構造と、対応するデータベース

論文タイトル（Title）

書誌情報（著者名、所属機関、出版年、巻号

ページ）

抄録（Abstract）

キーワード（Keywords）

本文 （序文、方法、結果、考察）

参考文献（References）

謝辞

論文タイトル

書誌情報

抄録

キーワード

論文タイトル

書誌情報

抄録

キーワード

論文タイトル

書誌情報

抄録

キーワード

被引用数

本文

参考文献

利用シーン 特定のテーマの論文を
キーワードで探したい

・研究分野を広げたい
・新しい研究テーマの
論文を調べたい

論文のフルテキスト
を読みたい

対応データベース 主題DB 抄録・引用文献DBフルテキストDB

具体例 PubMED(MEDLINE)
Inspec など

出版社ごとのデータベース

助成金提供機関謝辞

⚫論文・レビュー論文を書くとき
⚫研究トレンドを把握したい
⚫学生にあらたしい研究テーマを与えるとき

⚫研究助成金を取りに行くテーマを決めるとき
⚫ D論審査のとき
⚫研究室の輪読論文を選ぶ

・研究テーマを深く理
解したい

・自分/特定の論文の
被引用数を調べたい

＜一般的な論文の構成＞
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信頼できる研究情報の「ゴールドスタンダード」です

コアな国際誌
掲載論文

ファイル概要 ファイル名 出版年

自然科学 Science Citation Index Expanded 1900-

社会科学 Social Sciences Citation Index 1900-

人文学 Arts & Humanities Citation Index 1975-

地域・最新研究 Emerging Sources Citation Index 2005-

学術書 Book Citation Index 2005-

会議録 Conference Proceedings Citation Index 1990-

Web of Science 
Core Collection

※ジャーナル・インパクト・ファクター
付与誌を100%含む約21,000誌

1.Web of Scienceとは？
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収録数は多ければ多いほど、

有益なのでは？？
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1.Web of Scienceとは？

どうすれば本当に知りたい情報を得ることができるか

Garfieldの集中則

科学の各分野のコア・ジャーナルを集める

最も重要な複数の研究分野を網羅する

効率的な文献検索が可能に

 どんな分野でも、重要な論文は特定の雑
誌に集中する

 学問分野は相互に密接に関連している
 ある分野の中心文献は、その関連分野
からも参照される

Garfield, E. "Mystery of Tranposed Journal Lists - Wherein Bradfords Law of Scattering Is Generalized 
According to Garfields Law of Concentration." Current Contents/Life Sciences 14, no. 31 (1971): 5-&. 

Biology Chemistry

Engineering

Biotechnology

Web of Scienceは情報学の集中と分散の法則に基づいた、
研究に最適な情報収集データベースです。
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1.Web of Scienceとは？

引用を「辿る」ため参考文献情報を集めています

論文の本文と末尾に、何を引用したかを必ず明記する

アカデミックな世界における引用の特徴

Web of Science
Core Collection は、
この情報を「すべて」

集めています。
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1.Web of Scienceとは？

「引用を辿る」とは？ - 論文を、過去～未来へ多面的に分析

論文A
1993年

引用

1990年

1970年

1916年

過去

過去に遡ることで、
関連のある先行文献を検索

現在

2002年

1998年

1995年

被引用

未来へ辿ることで、
研究動向や発展状況を確認

未来

関連

1992年 1994年 1996年

潜在的な共同研究者候補・
ライバル研究を発見

共通の引用文献を持つ
論文集合
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1.Web of Scienceとは？

引用情報があるとこんな悩みが解決します

• 検索の結果、膨大な件数の文献がヒットし、どれか
ら手を着けていいかわからない…

• 手元にある文献を読み終わった後、次に読むべき文
献はどれか？

引用情報があると

1. 注目度の高い文献を瞬時に判断できる

2. 引用をたどって、次に読むべき論文がわかる



1.Web of Scienceとは？

2.“読むべき論文”をいち早く見つ
けるコツ

アジェンダ

15



2. “読むべき論文”をいち早く見つけるコツ

ログインしてみましょう！

webofscience.com
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AND、OR、NOT
検索指定 検索条件の追加

検索対象年の指定

検索ワード
の入力

「著者名」「所属機関」
等の属性指定

データベースを
選択



検索のコツ

①ワンフレーズで検索したい場合
ダブルコーテーション「“”」で囲む

②語尾変化する単語も検索結果に含めたい
語尾にアスタリスク「*」を付ける



結果の絞り込み

論文の情報

引用の情報など

Hit件数

検索結果画面



23

① 被引用数の多い論文から読む

② 高被引用論文・ホットペーパーから読む

③ 利用回数で、研究者の興味が高い論文から読む

読んでおくべき論文を探すコツ

この後の説明は
デモンストレーションの画面をご覧ください



28

論文A
1993年

引用

1990年

1970年

1916年

過去

過去に遡ることで、
関連のある先行文献を検索

現在

2002年

1998年

1995年

被引用

未来へ辿ることで、
研究動向や発展状況を確認

未来

手元の論文を読んだら次に何を読めばいいのでしょうか？

「引用」をたどって関連論文で深掘りしよう

「読むべき論文」の簡単な見つけ方
④引用関係から次に読むべき論文を検索
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この論文を引用している論文（後続論文：未来）

被引用件数をクリックすると被引用を辿れます。
ご契約の範囲に関わらず、Web of Science Core Collectionの
全ての被引用数が含まれます。

この論文が引用している論文（先行論文：過去）

全ての引用文献が索引付されています。
引用件数をクリックすると引用文献一覧をチェック
できます。

「読むべき論文」の簡単な見つけ方

「引用」をたどって論文を多面的に解析する

④引用関係から次に読むべき論文を検索
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論文A
1993年

引用

1990年

1970年

1916年

過去

過去に遡ることで、
関連のある先行文献を検索

現在

2002年

1998年

1995年

被引用

未来へ辿ることで、
研究動向や発展状況を確認

未来

1992年 1994年 1996年

関連

潜在的に近い研究を発見

論文Aと共通の引用文献を
持つ論文集合

手元の論文を読んだら次に何を読めばいいのでしょうか？

「引用」をたどってキーワードでは見つけられない論文を探せる

「読むべき論文」の簡単な見つけ方
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⑤ 『関連文献』を検索し潜在的な共同研究者・ライバルの論文を見つける

「読むべき論文」の簡単な見つけ方

関連レコードを表示を検索

共通の引用文献を持
つ論文リストを簡単

表示

関連レコードを検索すると、
「検索した論文と1報でも共
通の引用文献を持つ文献集

合」を抽出
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「読むべき論文」の簡単な見つけ方
まとめ

膨大な件数の文献がヒット→どれを読むべきか？
① 「被引用数」の多い論文から読む

②「高被引用論文・ホットペーパー」に限定してチェック

③ 「利用回数」で、研究者の「興味」が高い論文から読む

手元の文献を読み終わった→次に読むべき文献は？
④ 引用関係から次に読むべき論文を検索

⑤ 「関連文献」を検索し、潜在的な共同研究者・ライバルの論文を
チェックする
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読んでおくべき重要な海外論文を見つけることができます。

それが何故重要な論文かを理解し、先輩や先生に説明できま
す。

その結果・・・

輪読会の準備・論文検索・レポート作成の時間が大幅に節約でき、
研究や通常の生活などの時間に充てることができるようになります。

本日のTake away
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このセミナーを受講した後みなさまは
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