
インターネット検索の落とし穴
とデータベースの活用方法 
大学図書館の活用と情報探索 
薬学研究科　金子周司 



あんた誰？ 薬理学 
電子辞書 



実は… 
もうひとつの顔 



本日のメニュー 
  研究と文献（学術情報のしくみ） 
  ライフサイエンス辞書 
  しくみから考えるネット検索の落とし穴 
  演習に向けて 
 
スライドは授業ページでも公開 



研究と文献 (literature) 

1. 研究テーマを決める 
2. 文献情報から仮説を立てる 
3. 実験や調査をする 
4. 結果を文献と照らし合わせて考察する 
5. 論文を書いて公表する 

研究の価値は
「originality」 





「論文」の一般的構造 
1. 表題と抄録  ＝テーマと概要　→二次情報 
2. 序論    ＝仮説と経緯 
3. 実験方法  ＝検証方法 
4. 結果    ＝客観的事実 
5. 考察    ＝解釈と結論 
6. 引用文献  ＝参考論文 他人が検証 

できること 



最先端の研究に必要なもの 

その学問領域の基本的な知識 
研究対象についての最新の知識 
研究や調査をする技術 
研究コミュニティ（人脈） 
語学力、プレゼン能力 

情報は発信元に 
集まる 



文献＝学術情報？ 
  書籍 
  学術雑誌 
  電子書籍・電子出版物 
  データベース 
  Webページ 
  専門家の話 

永続性は保証される？ 
分類された情報？ 

永続性は保証されない？ 
分類されていない情報？ 



学術情報は本来、インターネット向き 

  世界中に流通させたい 
  早く読者に届けたい 
  専門家が少なく、流通が少部数である 
  書かれる論文数が膨大である 
  検索できないと意味が無い 
  引用等をリンクとして実装できる 



掲載誌の論文PDF 

印刷中！ 



学術論文が出版されるまで 

Peer-Review 
  学術誌はだいたい研究者が編集長を務めている 
  同分野の研究者（複数名）による匿名での査読 
  査読は一般的に無報酬のボランティア 
  査読コメントを編集長に戻す（著者に開示） 
  編集長が却下、修正、追加実験、採択を判断 
  採択率は1～3割程度が多い 
  最近は電子編集がほとんど 







CCライセンス 

多くの学術誌は、CC 表示(BY) - 改変禁止(ND) - 非営利(NC) 

PLOS.orgなど一部は CC BY で再利用を広く認めている 

作者が決められる著作権の意思表示 



電子書籍（Kindle / iPad） 

1,700ページ 
4 kg 

11,423円 
↓ 

150MB 
8,249円(-28%) 

全文検索 
辞書検索 
マーキング 
しおり 

Ganong's Review of Medical Physiology
by Kim E. Barrett (Author), Susan M. Barman (Author), Scott Boitano (Author), Heddwen Brooks (Author)
Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 24 edition

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics
by Laurence Brunton (Author), Bruce Chabner (Author), Bjorn Knollman (Author)
Publisher: McGraw-Hill Medical

Mass Spectrometric Methods for Determination of Cannabinoids in Physiological Specimens
by Rodger L. Foltz
Publisher: Springer

Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy 
by David E. Golan MD PhD (Author), Armen H. Tashjian Jr. MD (Author), Ehrin J. Armstrong MD MSc (Author), April W. Armstrong MD (Author)
Publisher: Lippincott Williams and Wilkins

Cecil Medicine: Expert Consult
by Lee Goldman MD  (Author), Dennis Arthur Ausiello MD (Author)
Publisher: Saunders

Lippincott's Illustrated Reviews: Pharmacology
by Richard A. Harvey PhD (Edit), Pamela C. Champe  (Edit)
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins

Lippincott's Illustrated Reviews: Biochemistry
by Richard A. Harvey (Author), Denise R. Ferrier (Author)
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins

Principles of Neural Science
by Eric Kandel (Author), James Schwartz (Author), Thomas Jessell (Author), Steven Siegelbaum (Author), A.J. Hudspeth (Author)
Publisher:  McGraw-Hill Professional

life science dictionary ej for kindle

Basic and Clinical Pharmacology 12/E 
by Bertram Katzung (Author), Susan Masters (Author), Anthony Trevor (Author)
Publisher: McGraw-Hill Medica

Bioquímica ilustrada de Harper, 28/e
by Robert K. Murray
Publisher: McGraw-Hill Global Education

Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology: With STUDENT CONSULT Online Access, 3e
by Abraham L Kierszenbaum M.D. Ph.D. (Author),
Publisher: Mosby

Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience
by Steven Hyman, Robert Malenka Eric Nestler (Author)
Publisher: McGraw-Hill Companies

Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review
by Anthony Trevor (Author), Bertram Katzung (Author), Susan Masters (Author), Marieke Knuidering-Hall (Author)
Publisher: McGraw-Hill Medical

プレゼン英語動詞使い分け辞典 
河本 健  (著), 大武 博 (著)

Principles of Neural Science
Eric Kandel (著), James Schwartz (著), Thomas Jessell (著), Steven Siegelbaum (著), A.J. Hudspeth (著)
Publisher:  McGraw-Hill Professional



データベースとは 

•  データの集合体（ふつうコンピュータに実装） 
•  データの検索と再利用が目的 
•  一定のデータ構造 
•  カード型、ツリー型：分類に基づく表 
•  関係データベース：複数の表を関連づけ 

•  検索アルゴリズム 
•  索引づけ（インデクス作成） 



カード型とリレーショナル型 
•  住所録 
•  あいうえお順に整理 

•  学生名簿と成績 
•  学生名簿と科目表を独立に管理（正規化） 
•  中間の表に学生と科目成績を記述（リンク） 

学部 学籍番号 氏名 

薬 2702.... 金子周司 

科目番号 科目名 担当教員 

TS001 大学図… 北村由美 

学籍番号 成績 科目番号 

2702.... 60 TS001 

学部 氏名 内線 

薬 金子周司 4541 

附図 北村由美 2653 



昔のYahoo! 

インターネットの黎明期
（2000年頃） 
図書のようにツリー分類
（なんと人力！） 
→膨大な情報に対応不可 
→そこで検索エンジン発達 
ちなみに今も残っています 



索引づけ 

高速な検索に必須 
 
•  データ収集 
•  タグ付け 
•  索引づくり 



文献検索 
二次情報（書誌情報DB） 

一次情報 
（冊子体） 

一次情報 
（電子出版） 書誌情報 

• 掲載学術誌 
• 巻号年ページ 
• 著者、所属 
• 論文タイトル 
• 論文抄録 

PAIN  http://journals.lww.com/pain/pages/default.aspx
nature http://www.nature.com/nature/index.html



PubMed　医学文献データベース 

米国では医学図書館NLMの
下部組織として遺伝情報セ
ンターNCBIが設置 

研究者が作った遺伝子情報
と図書の書誌情報が融合 

今では化合物や疾患情報も
統合されている 

統制語 MeSH が柔軟な検
索を可能にしている 

全世界に対して無料 



PubMed 検索結果 キーワード
検索 

検索結果の 
リスト 

書誌情報 
掲載誌への
リンク 

関連する 
論文 

京大内から8万 
タイトルが読める 



文献、疾患、遺伝子、医薬品の統合データベース 



なぜ電子辞書を作ったか 

  卒業研究に配属される４回生が最初に苦しむの
は論文の英語（ 学習辞書で読もうとする） 

  院生が苦しむのは，英語での論文執筆と国際学
会での発表（日本語で書いて英訳する） 

  みんな意外とできないのが，文献調査 
（ネットで日本語の情報ばかり集める） 

  誰も作らない電子用語集（評価されない） 



オンライン 
辞書サービス 
WebLSD 

出現頻度，音声 

対訳，解説，	

関連語や用例を表示	

英和・和英・活用辞書 

WebLSD2015 
英和   113,371語 
和英   127,390語 
音声     16,144語	

先読み 
入力	



用法・用例と	

共起検索	

を組み合わせて	

標準的な英語を知る	

活用辞典として	



1億語のPubMed 

corpusから300

例をKWIC表示	

共起表現	



どうやって作ったか 
1. PubMed 抄録などから大量のテキスト
コーパスを作成 

2. 単語の出現頻度や隣接数を数えて用語
を収集（英語，日本語それぞれに） 

3. 同じ意味をもつ語句を対訳とする 
4. MeSHツリーと照合する 



単語の出現頻度 
日本語 (21万語) 英語 (62万語) 



専門用語の冗長性 
  事物の名称は数多くの同義語をもち，表記のゆれも大きい 

  これらを英和１対の統制語とその他の同義語（シノニム）に整理する 

  統制語の階層づけを定義する（シソーラスツリー） 

  遺伝子：カプサイシン受容体，バニロイド受容体1型，TRPV1 チャネル，
capsaicin receptor, vanilloid receptor type 1, VR1 protein, transient 
receptor potential vanilloid 1, TRPV1 channel 

  医薬品：プログラフ，プロトピック，Prograf，Protopic，タクロリムス
(水和物)，tacrolimus (hydrate)，FK(-)506，FR(-)900506 

  疾患：I型糖尿病，1型糖尿病，インスリン[インシュリン]依存性[型]糖尿病，
自己免疫性糖尿病，diabetes mellitus type 1, type 1 DM, insulin-
dependent diabetes mellitus, NIDDM 



シソーラスとして 



対訳	
テーブル	

かな 
テーブル	

日本語頻度	
テーブル	

英語頻度	
テーブル	

ツリー・同義語	
テーブル	

用法・例文	
テーブル	

音声	
テーブル	

日本語	
テーブル	

英語	
テーブル	

音声付き英和・和英辞書	

スペルチェック辞書	

かな漢字 
変換辞書	

シソーラス	

は参照方向を示す	

リレーショナル構造から生まれる辞書 



マウスオーバー辞書（読解支援） 

１．Firefoxのアドオンとして 
２．マウスオーバー複合語辞書に 



Kindle 辞書と PDF 辞書 



医学薬学基礎英単語1000 無料！ 

iBooks Store または 
Google Playストアで 
「ライフサイエンス」 
を検索 



＜応用例＞ 
類似症例検索システム 
治療支援システム 

薬物有害事象の早期発見 
などなど 

電子カルテからの情報抽出 



ネット上の学術情報 
網羅性が必ずしも高くない（偏り） 
背後のシソーラスは不明である 

https://ja.wikipedia.org/wiki/脱法ドラッグ



ネット検索での落とし穴：流言・風説 

鵜呑みにしない 
客観的・科学的な
証拠を探す 

データなし、引用なし 

匿名 

権威や科学を利用する 

間違った情報が中心のことも多い 
内容の保証（正しい引用）がない 



ネット検索での落とし穴：ランク変動 

2年前の事故
は探せない… 

当時のキーワード 

二次情報の更新スピードが速すぎる 
永続性がない 

オプション指定で 
期間を限定する 



ネット検索での落とし穴　リンク切れ 

有料データベース
を調べる 
キャッシュを 
調べる 

マスコミ記事やブログの引用が
多いWikipediaでありがち… 



キャッシュの検索（https://archive.org/） 
URL入力 

キャッシュ 
記録日時 

キャッシュ 
だとわかる 



ネット検索での落とし穴：情報源と検索語 

過去の演習課題例 
1.  現在，２千円札はどのくらい出回っているか。 

 「2千円札」→「日本銀行券」→「日本銀行」 
2.  携帯電話は国内でどれくらい使われているか。 

 「使われている」→「契約数」→「電気通信事業者協会」 3. 
 煙草を吸っているとある病気に罹りづらいという。
 その病気は何か。 
 「喫煙科学研究財団」という情報源を探す 

正しいキーワードは何か 
情報源はどこか 



ネット検索での落とし穴：言語 

必要なら 
外国語でも調べる 

ライフサイエンス辞書関係ばかり 研究論文が並ぶ（Google Scholar） 



ネット検索での落とし穴：伝達の範囲 

実は日本が最先端 
 
英語で伝えないと… 



ネット検索での落とし穴：同姓同名 

場所や内容で判断 

私じゃない！ 

どれも私のじゃない！ 

https://www.facebook.com/kaneko.shuji.7



ネット情報を過信しない 
•  情報源（一次情報）までさかのぼる 
•  日本語の情報だけで満足しない 
•  いつの、誰の情報か確かめる 
•  重要な情報は何か考える 
•  ネットだけに頼らない（書籍、専門家） 
•  正しいか？でも真実があるとは限らない 



データベース演習 
テーマ：京大に在籍する教員の中から1人を選び、
下記データベースを利用して研究業績を調査せよ。 
 
京都大学教育研究活動データベース 
科学研究費助成事業データベース KAKEN 
国立情報学研究所 CiNii Articles 
科学技術振興機構 J-GLOBAL 
トムソン・ロイター Web of Science 
いくつかの新聞データベース 



どんな研究している先生か調べる 

•  氏名、現職 
•  研究開始年がもっとも新しい科学研究費補助金の獲得状況 
•  2005年以降の論文で最も被引用数の多いものの書誌情報
（日本語、英語 計2件）およびその被引用数。 
共著者もすべて解答すること。 

•  教員に関係する2005年以降の新聞記事 



演習レポートの考察 
検索結果を考察し、以下の観点で論じよ。 
•  同性同名の人物はどのデータベースで混じっていた
か、またどのようにして調査対象人物を絞り込むこ
とができたか。 

•  それぞれのデータベースの特徴を比較してまとめよ。 
•  論文データベースと新聞データベースで得られる情
報に違いはあったか。違いがある場合はなぜか。 

•  その教員の研究テーマの中で、最新の研究テーマ、
周囲から評価されているテーマを挙げよ。また社会
的にどのような点で評価されているか述べよ。 



京都大学教育研究活動データベース 



お手本！　なんだけど… 



科学研究費助成事業データベース KAKEN 

研究代表者 
 予算申請者 

研究分担者 
 予算配分あり 

それ以外 
 予算配分のない 
 共同研究者 

※引用でもヒットする 

研究代表者 

研究分担者 



期間 

獲得額 

協力者 
キーワード 

研究者番号で
紐付けされて
いるので確か 



国立情報学研究所 
 CiNii Articles 

英語でも調べられるが… 
ほとんど表示なし 



CiNii Articles 
での被引用数表示 

被引用件数 
でソート 

少ない… 
（あったことに驚き） 



CiNii Articles 
での著者検索 

いったい 
私が何人？ 



J-GLOBAL 



Web of Science での検索 



よくある問題 

同姓同名の人らしい 
→　専門分野を限定 

学会抄録が混じる 
→　論文に限定 

同イニシャルは多い 



絞り込み成功！ 

被引用数の多い論文を選ぶ 



論文と学術誌のステイタス 
Impact Factor 
  論文ごとに被引用回数を求める（個々の論文の影響
度となる） 

  学術誌ごとに次式でインパクトファクターが毎年求
められる 
 当該年における前々年と前年の論文の総被引用数 
 ÷　前々年と前年の掲載論文数 

 ＝1論文あたり発表後2年間での被引用数の平均値 
  Journal of Citation Reports にて調べられる 



新聞記事をデータベースで探す 

https://mainichi.jp/contents/edu/maisaku/



研究業績検索のポイント 
  必ず複数の情報源をあたって比較する 
  本当にその人かどうか確かめる 
  発信者は誰で、いつの情報か確かめる 
  重要な情報は何か考えて整理する 
  情報がない場合の理由を考える 
  ネット検索もしてみる 
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CiNii Articlesは、日本の学術論文を中心とした論文情報の提供サービスです。国内の学協会

刊行物に掲載された論文と、国内の大学等が刊行する研究紀要、国立国会図書館の雑誌記

事索引データベースなどを含む膨大なデータから目的の論文にナビゲートします。

●特徴●

 膨大な論文情報の中から簡単に目的の論文を探し出せます

 学協会が発行する学協会刊行物や大学等で刊行する研究紀要の論文本文を閲覧できます
 連携協力している他サービスの論文本文等へナビゲートするリンク機能があります

CiNii Articlesトップページ

簡易検索

キーワードを入力し、簡単に検索ができま
す。登録された論文情報のうち「タイトル」「
著者名」「著者所属」「刊行物名」「ISSN」「巻
」「号」「ページ」「出版者」「抄録」「論文キー
ワード」が検索対象となります。
【A-1】 検索対象を限定できます。
「すべて」
⇒全論文が検索対象

「CiNiiに本文あり」
⇒CiNiiに論文本文がある学協会刊行物

と研究紀要が検索対象
「CiNiiに本文あり、または連携サービスへ
のリンクあり」
⇒論文本文と連携サービス（医中誌Web

等）へのリンクがある論文が検索対象

詳細検索

【B-1】

【P.3へ】

「▼詳細検索」をクリックすると詳細検索の入

力欄が表示されます。

詳細検索では検索対象とする項目を細かく

指定した検索ができます。

【B-1】 「タイトル」「著者名」「著者所属」「刊

行物名」「ISSN」「巻」「号」「ページ」「出版者」

「参考文献」「出版年」の入力欄があります。

また、複数の検索条件の関係（論理演算）を

用いた検索ができます。

！ヒント！ CiNii Articlesのアイコン
<論文> <著者> <刊行物>

◆検索テクニック◆

数字、アルファベットの大文字と小文字、全角と半角は区別しません。
項目間のOR、NOT検索はできません。
【AND検索】
複数入力したすべてのキーワードを含むレコードを検索する。空白文字（半角・全角空白）、「△&△」(△は空白文字、以下同様)で区切り検
索する。
例：「情報処理 ディジタル」、「情報処理 & ディジタル」 → 「情報処理」「ディジタル」の両方を含むレコードを検索する。
【OR検索】
複数入力したすべてのキーワードのいずれかを含むレコードを検索する。「△OR△」(ORは半角・大文字)、または、「△|△」で区切り検索
する。
例：「情報処理 OR ディジタル」、「情報処理 | ディジタル」→「情報処理」「ディジタル」のいずれかを含むレコードを検索する。
【NOT検索】
複数入力したキーワードで、直後のキーワードを含まないレコードを検索する。「△NOT△」(NOTは半角・大文字)で区切る。または、検索
後の直前に、「△-」(半角ハイフン)を付加する。
例： 「情報処理 NOT ディジタル」、「情報処理 -ディジタル」→「情報処理」を含むが、「ディジタル」を含まないレコードを検索する。

クイックガイド <キーワードによる検索方法>
http://ci.nii.ac.jp/

【A-1】
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論文検索結果一覧

【C-4】

【C-2】

【C-1】

【C-3】
【C-6】

【C-5】

【C-1】キーワードを追加すると、さらに

絞り込んだ検索ができます。

【C-2】｢新しいウインドウで開く｣や｢

Refer/BibIX形式」で出力する等の操作

を選択できます。

【C-3】1ページ内の論文表示件数を「

20/50/100/200(件)」に指定できます。ま

た、ソート順を「出版年（降順と昇順）/タ

イトル(降順と昇順)/刊行物名(降順と昇

順)/被引用件数降順」に指定できます。

【C-4】タイトルをクリックすると詳細表示

画面に移動します。

【C-5】｢著者名」｢スニペット(抄録がある

論文のみ)｣「刊行物名」「巻」「号」｢参考

文献(数)｣「被引用件(数)」「ページ数」「

出版年」が表示されます。CiNiiに論文本

文がある場合は 、

、

、

が、連携サービ

スへのリンクがある場合はそのサービ

ス名(例 ）が表示されます

。また、ヒットしたキーワードがハイライト

されます。

【C-6】検索結果一覧に含まれる著者名

と刊行物名を列挙します。クリック後、詳

細検索の「著者名」「刊行物名」で再検

索されます。

詳細表示画面

【D-1】著者名、著者所属が表示されま
す。
【D-2】CiNiiに論文本文がある場合は
○○○○ といったアイコンが表示され
ます。また、連携サービスのアイコン
(例 ○）が表示されることもあり
ます。
【D-3】抄録がある場合は、抄録の全文
が表示されます。
【D-4】刊行物名、巻、号、ページ、出版
年が表示されます。
【D-5】参考文献が一覧表示されます。
【D-6】被引用文献が一覧表示されます
・
【D-7】TwitterやFacebookで論文の情報
を共有できます。
【D-8】論文本文がある場合は、1ページ
目がプレビュー表示されます。
【D-9】論文にキーワードが付与されて
いる場合は、キーワードが表示されま
す。
【D-10】論文の各種コードが表示されま
す。
【D-11】論文の書誌情報について｢
Refer/BibIX形式」、「BibTex形式」、「
TSV」等のフォーマットで書き出します。

CiNii PDF - オープンアクセス

CiNii 外部リンク

医中誌Web

【D-1】

【D-2】

【D-7】

【D-3】

【D-5】

【D-6】

【D-10】

【D-8】

【D-9】

【D-4】

【D-11】

クイックガイド <検索結果画面の使い方>
http://ci.nii.ac.jp/

CiNii PDF – 定額アクセス可能

CiNii PDF – 有料
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CiNii 本文収録刊行物ディレクトリ

ディレクトリ検索

刊行物の刊行者名や刊行物名から、巻号
の一覧や、目次をたどるディレクトリ形式
の検索ができます。
注)学協会刊行物と研究紀要が検索対象です。

【E-1】学協会が発行する「学協会刊行物」
と大学等で刊行する「研究紀要」をまとめ
てディレクトリ検索ができます。
【E-2】学協会刊行物を検索対象として、「
学協会名」「分野」「刊行物名」「提供条件」
からディレクトリ検索ができます。
【E-3】研究紀要を検索対象として、「提供
機関名」、「提供機関種別」「刊行物名」か
らディレクトリ検索ができます。
【E-4】刊行物巻号一覧から、論文本文の
利用価格を確認できます。各号の提供条
件「定額アクセス可能/オープンアクセス/
外部リンク/有料」をクリックすると利用条
件ごとの価格の詳細が表示されます。
【E-5】刊行物目次が表示されます。

アイコンをクリックして本文を見たり、連携
サービスへ行ってみよう！！

！ヒント！ アイコンをクリック！

刊行物巻号一覧

【E-4】

刊行物目次

【E-5】

J-STAGEの書誌
情報、論文本文へ

応用物理学会の論
文本文へ

オープンアクセスの
論文本文へ

出版社等の書誌
情報、論文本文へ

機関リポジトリの
書誌情報、
論文本文へ

日本農学文献
記事索引へ

CiNii Booksへ 医中誌Webの
書誌情報へ

日経BP記事
検索サービス
の記事本文へ

クイックガイド <ディレクトリ検索の使い方>
http://ci.nii.ac.jp/

【E-1】

【E-2】

【E-3】
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外部提供インターフェース ※仕様の詳細はCiNiiのヘルプページをご覧ください

OpenSearch

【F-1】

OpenSearchに対応しています。
【F-1】OpenSearchのクエリを作成し、
RSSリーダーに登録することで、興味
のある分野の、最新の論文情報を簡
単に入手できるようになります。
ク エ リ は
http://ci.nii.ac.jp/opensearch/
search?(パラメータ=値)&...の形式
で記述します。詳細は、CiNiiのヘル
プをご覧ください。
【F-2】ブラウザの検索バーでCiNii
OpenSearchを選択することで、CiNii
のトップページを介さず、直接論文の
検索を行うことができます。

【F-2】

CiNiiの全体像 / 問い合わせ

CiNii Articlesは膨大な様々なデータを同
定・統合し、外部機関等とも連携し、サー
ビスを提供しております。これからもお探
しの論文により快適にナビゲートできるよ
うに改善を続けてまいります。

◆各種お問い合わせ◆

〒101-8430
東京都千代田区一ツ橋2-1-2
国立情報学研究所 CiNii担当
【CiNiiの操作方法・データについて】
E-mail:ciniiadm@nii.ac.jp
【ID取得／利用申請について】
E-mail: user-request@nii.ac.jp
【電話番号】
Tel:03-4212-2300
【電話受付時間】
平日9:00-12:00,13:00-17:45

クイックガイド <外部との連携>
http://ci.nii.ac.jp/
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ワイルドカード
ワイルドカードを使用して複数形やスペルの
バリエーションを漏れなく検索します。

* =  0文字または 1文字以上の文字が入る
ことを意味します。

? = 1文字を意味します。

$ = 0文字または1文字を意味します。

フレーズ検索

トピック検索またはタイトル検索において
完全に一致する語句を検索するには、語句
をダブルクオーテーションで囲みます。
（例：“energy conservation”）

検索演算子
ANDは、すべての語句を含むレコードを
検索します。

ORは、いずれかの語句を含むレコードを
検索します。 

NOTは、特定の単語を含むレコードを検索
から除外します。

NEAR/nは、指定した単語数(n)内にそれ
ぞれの用語を含むレコードを検索します。
（例：stress NEAR/3 sleep） 

SAMEは、著者所属検索においてアドレス
の同一行に指定の語句があるレコードを
検索します。（例：Tulane SAME Chem）

WEB OF SCIENCE® クイック・レファレンス・ガイド
2015年11月改訂

Web of Science® は、世界随一の学術研究情報データベースです。国際的に、あるいは特定の地域や分野において最も影響
力の高いジャーナルや学術書、会議録、研究データ等を収録し、引用に基づく公平な指標を学術コミュニティに提供しています。
広大な情報の海から、研究者が本当に必要とする、価値のある情報の発見をナビゲートします。

検索

Web of Science Core 

Collectionのレコード
から検索する単語や語
句を組み合わせて入力
します。

別の検索フィールドを追加します。 検索フィールドを選択する

ドロップダウンリストから検索フィー
ルドを選択します。トピック、著者名、
出版物名、助成金提供機関、著者
所属-拡張、著者ID等で検索ができ
ます。

「Myツール」から保存した検索、EndNoteのオン
ラインアカウントやResearcherIDに移動できます。

検索対象を限定する

検索対象とする年、および索引ファイルを限定します。「詳細設定」をクリックすると、
購読しているWeb of Science Core Collectionの全ファイルのリストが表示されます。

著者名
名字、スペース、名前のイニシャル（最大5文
字）の順に入力します。2007年以降のレコー
ドはフルネームで検索することができます。
ワイルドカードを利用して検索すると、著者名
のバリエーションを探すことができます。

“Driscoll C”と入力した場合、Driscoll C、
Driscoll CM、Driscoll Charles などが
検索されます。

“Driscoll”と入力した場合は、Driscollと
いう名字のすべての著者が検索されます。

“De la Cruz f* OR Delacruz f*”と入力
した場合は、Delacruz FM、De La Cruz 

FMなどが検索されます。

基本検索

関連性の高い、重要な研
究情報を効率的に見つ
ける

研究テーマの最新動向を
把握する

研究テーマの他の研究者
を把握し、ネットワークを
構築する

論文を投稿するのに適切
なジャーナルを特定する

以下、Web of Science Core Collectionの画面にてご説明いたします

矢印をクリックして検索
オプションを選択します。

• 基本検索
• 詳細検索
• 引用文献検索
• 著者名検索

Web of Scienceの別のコンテンツセットを検索
する場合はドロップダウンリストから選択します。



WEB OF SCIENCE® クイック・レファレンス・ガイド
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検索結果

「詳細」をクリックすると
指定した検索条件が表
示されます。
「アラートを作成」をク
リックするとこの検索条
件が検索アラートとして
保存されます。

検索結果の絞り込み

すべての検索結果から、
Web of Scienceの分野、
研究分野、出版物名、出版
年、著者名、助成金提供
機関などにより絞り込み
ます。オープンアクセス
ジャーナルのみに絞り込
むこともできます。

引用レポートの作成

検索結果が 10,000レコード以下
の場合、「引用レポートの作成」を
クリックすると、結果セットに対す
る引用の概要が表示されます。

検索結果の出力

レコードをEndNote® 等の文献管
理ツールにエクスポートしたり、テキ
ストとして保存、電子メールとして送信、
または一時的なマークリストに追加し
ます。

全文は「出版社のサイト」
をクリックするとフルテキ
ストを参照するオプショ
ンが表示されます。
「抄録を表示」をクリック
するとページ内に抄録を
表示します。

論文のタイトルをクリックすると、
フルレコードに移動します。フル
テキストへのリンクもあります
（購読が必要です）。

検索結果の並べ替え

検索結果は出版日（デフォルト
設定）、被引用数、出版物名、また
は第一著者名で並べ替えできます。

検索結果

利用回数

Web of Science上でこ
の論文のレコードが利用
された回数を表示します。
論文の影響度を示す引
用に対して、論文への「興
味」を示していると考え
られます。

Web of Scienceの新指標 – 論文レコードの「利用回数」
http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/web-of-science/ilum/詳しくはこちら



WEB OF SCIENCE® クイック・レファレンス・ガイド
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著者所属と所属機関-拡張名

すべての著者の所属機関が収録
されており、検索可能です。記載
があれば、別刷り請求先の著者
メールアドレスがリスト表示され
ます。所属機関-拡張名は、長い
名称、もしくは名称のバリエー
ションの多い機関の特定に役立
ちます。

助成金情報

助成金提供機関、助成金登録
番号、助成金提供情報が検索可
能です（2008年～現在）。

引用ネットワーク

• 引用文献
• 被引用数
• 引用マップ
• Related Recordsの検索
• 引用アラート

各データのWeb of Science 

Core Collectionでの被引用数、
Web of Scienceプラットフォー
ム全体での被引用数が表示され
ます。
購読の範囲に関わらず、すべての
被引用数が含まれます。

フルテキストや図書館所蔵情報
へのリンク

フルレコード

タイトル

すべてのタイトルは原文どおり
収録されています。

著者名

すべての著者に索引が付けられ
ており、名字とイニシャルで検索
できます（例：garfield e*）。

ResearcherID と ORCID

ResearcherIDとORCIDのID

が検索可能です。該当するID

があれば表示されます。
ResearcherIDは
www.researcherid.comに
公開されているプロフィールから
収集しています。

抄録

すべての抄録はジャーナル記載
のとおりに収録されています
（1991年以降）。

キーワードとKeyWords Plus

キーワードにはハイパーリンク
が設定されています。
KeyWordsPlusは引用文献の
タイトルに頻出した語句を表示
します。ハイパーリンクをクリッ
クすると、同じキーワードが付
いたレコードを検索します。

すべての引用文献に索引が付け
られており、引用文献検索から検
索可能です。引用ネットワークの
「引用文献」リンクをクリックする
と、引用文献一覧に移動します。



WEB OF SCIENCE® クイック・レファレンス・ガイド
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引用文献検索のヒント

• 著者名および出版物名の語尾にはワイルドカー
ド（1ページを参照）を使用してください。

• バリエーションを確認して必要なものにチェック
を付け、「選択した文献で検索」をクリックします。

• 被引用数は、すべての年、Web of Science 

Core Collectionのすべてのファイルからの引
用が含まれています。つまり、ユーザがWeb of 

Science Core Collectionを購読していない年
やファイルからの引用も含まれています。

• 書籍、特許、政府文書なども含めたすべての引用
文献には索引が付けられており、検索すること
ができます。第二著者名、引用文献のフルタイト
ル、引用文献の情報源の省略形（ジャーナル名、
書籍名など）は、Web of Scienceにフルレコー
ドが収録されている場合、検索対象になります。
ただし、引用文献の検索は、第一著者名と、短縮
形リストに索引されている出版物名の短縮形で
検索することをお勧めします。

• 2012年以降は、書籍や新聞記事を含むすべて
の参照文献に対し、出版物と同様の完全な索引
が付けられています（全著者のリスト、フルタイ
トルなど）。「出版物のフルタイトルを表示」をク
リックすると完全な引用情報が表示されます。

引用文献検索 引用文献検索を使うと、ある論文がどのくらい引用されていて、後のどのような研究につながっていったのかを見ること
ができます。また、自分の研究論文を誰が引用しているかを知り、同僚の研究のインパクトを推し測り、今日の最もホット
な議論をたどることができます。

ステップ2
検索したい参照文献をいくつか選択し、
「選択した文献で検索」をクリックす
ると検索結果が表示されます。

ステップ1 
• 下矢印をクリックして引用文献検索を選択します。

• 被引用タイトル、著者名、出版物名、出版年、巻、号、ページで検索可能です。

• 出版物名は短縮形リストから短縮形を検索できます。

結果の分析 検索結果を多様な観点から分析し、研究テーマのトレンドの把握や共同研究機関や資金提供元の分析など、研究を進め
るうえで必要な知見を得ることができます。

資金提供元は？

研究分野は？

共同研究機関は？

出版年は？



WEB OF SCIENCE® クイック・レファレンス・ガイド
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影響力の強い論文を探す

ジャーナルのインパクトファクターを見る

※InCites Journal Citation Reportsのご契約が必要です。

被引用数の多さで並べ替える

トップペーパーのマーク
（ESIの機能※）

トップペーパーに絞り込む
（ESIの機能※）

※InCites Essential Science Indicatorsのご契約が必要です。

インパクトファクター：
あるジャーナルが1年間で平均的に
何回引用されるかを示す指標 （JCRの機能※）

分野ランク：
ジャーナルが分類されている分野の
中でのインパクトファクター順位



WEB OF SCIENCE® クイック・レファレンス・ガイド
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横断検索

WEB OF SCIENCEのデータベース

Core Collection
• Science Citation Index Expanded（自然科学系ジャーナル）

• Social Sciences Citation Index（社会科学系ジャーナル）

• Arts & Humanities Citation Index（人文科学系ジャーナル）

• Conference Proceedings Citation Index（会議録）

• Book Citation Index（書籍）

• Current Chemical Reactions（化学反応情報）

• Index Chemicus（新規化合物情報）

追加コンテンツ
• BIOSIS Citation Index（ライフサイエンスコンテンツ）

• Data Citation Index（研究データ）

• Derwent Innovations Index（付加価値特許情報）

• MEDLINE（医薬、ライフサイエンス系文献／アメリカ国立医学図書館作成）

• Zoological Records（動物生物学）

• Current Contents Connect（代表的な学術雑誌の最新号の目次情報）

• Korean Journal Database（韓国発の研究情報）

• SciELO Citation Index（ラテンアメリカ、カリブ海諸国のオープンアクセス
ジャーナル）

• Inspec（工学分野世界最大級のデータベース）

• Chinese Science Citation Database（中国の学術出版物）

• FSTA - Food Science and Technology Abstracts（食品科学、食品工学）

WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION
（1900年～現在）
Web of Science は、包括的な収録範囲を誇る、世界
を代表する学術文献・引用索引データベースです。
1900年にまで遡る世界中の 12,500誌を超える
（2014年 12月現在）影響力の大きい学術雑誌や
重要刊行物を対象に、分野を横断した検索を実行
して引用文献パターンを分析することができます。
原著論文、レビュー論文、論説、クロノロジー、抄録な
ど、ジャーナル収載の全コンテンツを収録（cover-to-

cover indexing）、学術雑誌のあらゆる重要項目に
アクセスできます。

DERWENT

INNOVATIONS

INDEX

DERWENT

WORLD PATENTS

INDEX

BIOSIS

PREVIEWS

SCIELO 

CITATION 

INDEX

FSTA

MEDLINE

CAB

ABSTRACTS

CAB GLOBAL 

HEALTH

DATA

CITATION

INDEX

ZOOLOGICAL

RECORD

CHINESE

SCIENCE

CITATION

DATABASE

CURRENT

CONTENTS

CONNECT

BIOLOGICAL

ABSTRACTS

BIOSIS

CITATION 

INDEX

INSPEC
KCI 

KOREAN 

JOURNAL DATABASE

Web of Scienceには、国際的に影響力のあるジャーナルを厳選したCore Collectionに加え、特定の分野や地域で重要
なジャーナル、会議録、書籍、研究データから特許まで、多様で価値の高い研究情報が収録されています。
横断検索を使うと、これらのコンテンツを一度に検索することが可能です。

Web of Science Core Collectionの
文献レコード Derwentの特許情報

BIOSIS
MEDLINE



WEB OF SCIENCE® クイック・レファレンス・ガイド

7

Web of Scienceのアップデート情報、操作方法のビデオガイド、インターネット講習会のご案内等
http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/wos/support/

カスタマーサポート、トレーニングの連絡先
http://ip-science.thomsonreuters.jp/support/

Web of Scienceをよりよく知っていただくためのマンガとムービー『よくわかる！ Web of Science』
http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/web-of-science/yokuwakaru/

ユーザー登録でできること

• EndNoteのオンラインアカウントにレコードを保存

• ResearcherIDとの統合

• 検索履歴の保存

• 検索アラートの作成 

• 引用アラートの作成

• インターフェース言語等のカスタム設定の保存

ユーザー登録

ヘルプ

各ページにある「ヘルプ」ボタンをクリックする
と、機能に関する詳細なヘルプや検索に関する
ヒントや例が入手できます。

WEB OF SCIENCEの操作に関するサポートツール



S SR 1104 532      10/15YH

Copyright ©2015 Thomson Reuters    All rights reserved.

トムソン・ロイター
カスタマーテクニカルサポート

〒107-6119

東京都港区赤坂5-2-20　赤坂パークビル19F

ヘルプデスク：03-4589-3107

フリーコール：0800-888-8855（9:30-18:00）

E-mail：ts.support.jp@thomsonreuters.com

Web：ip-science.thomsonreuters.jp/support/
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