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はじめての Web of Science 

本日のテーマ 

◆ Web of Science で何ができるかを理解する。 

◆ トピック・著者名等一般的な検索方法を理解する。 

◆ 検索で得られる文献を中心にした引用・被引用関係を理解する。 

◆ 検索結果から、電子ジャーナルで本文を入手したり、 

図書館の所蔵状況を確認したりする。 

 

１． Web of Science とは 

 トムソンサイエンティフィックが提供する、収録誌の品質を重視した定評のある学術

文献データベース。 

 徳島大学では自然科学分野（医学・歯学・薬学はじめ約 150 分野）約 8,100 誌を収

録している「Science Citation Index Expanded」の，1995 年以降の文献データが利

用可能。 

 一つの文献から，その文献がどの文献を引用したか・どの文献に引用されたか（引

用・被引用情報）が分かる。引用回数のみを調べる場合は，1995 年以前の文献で

も可能。 

 研究の最新動向が分かる。 

 本文へのリンクがある（ものもある）。 

 Journal Citation Reports へのリンクがあり，雑誌のインパクトファクターが簡単に調

べられる。 

２． 検索方法 

（１）キーワードで検索する 
≪演習 1≫ 歯周病（Periodontal disease）について検索し，1 件選んで本文が読めるかどうかを

確認する 

（２）絞り込み検索（Limits）を使う① 
≪演習2≫ 演習1の検索結果から、研究分野が細胞生物学（cell biology）のもののみに絞り込

む。 

（３）絞り込み検索（Limits）を使う② 
≪演習 3≫演習２の検索結果から，ESI 上位の論文（高被引用文献やホットペーパー）のみに

絞り込む 

（４）PubMed ID が分かっている文献を検索する 
≪演習 4≫PubMed ID が 23063075 の文献を検索する 

（５）詳細画面から文献の引用・被引用情報を確認する 
≪演習 5≫演習 4 の検索結果の詳細画面を表示させ，その論文が引用した文献と，その論文

を引用している文献を確認する 

（６）詳細画面から関連度の高い文献を確認する 
≪演習 6≫演習 4 の論文と関連度の高い文献を確認する 

（７）検索結果から，雑誌のインパクトファクターを確認する 
≪演習 7≫演習 4 で表示させた論文が掲載されている雑誌のインパクトファクターを確認する 

（８）引用文献検索を利用する 

≪演習 8≫S. Nakamura, Jpn. J. Appl. Phys. 30, L1705 (1991) 

この文献が引用された回数を調べる 

（９）Journal Citation Reports を利用する 

≪演習 9≫Cell Biology 分野の雑誌のインパクトファクターの一覧を確認する 

（１０）ESI を利用する 

≪演習 10≫ESI を使い，Neuroscience & Behavior 分野で最も引用数の多い雑誌と，その雑誌

に掲載されている Top Paper（高被引用文献及びホットペーパー）の一覧を確認する 



はじめての Web of Science 解答編 

≪演習 1≫ 歯周病（Periodontal disease）について検索する 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
※PubMed との違い 
①フレーズを入力した場合，PubMed ではフレーズと認識した検索も行いますが，Web of Science
にはその機能はありませんので periodontal という単語と disease という単語の両方がタイトルや抄

録，キーワードのどこかに入っている文献を検索します。 
②”Cancer”→”Neoplasm”のように，入力した語を MeSH（統制されたキーワード）へ自動的に変換

してくれるような機能がありません（”napkin”と入力すると”serviette”も検索するなど語彙のバリエ

ーションも検索してくれるようですが，詳細は分かりません）。同義語なども考えて検索する必要が

あります。 
 
今回は，フレーズ検索を行うため” periodontal disease”のように，引用符を使用してみます。引用符

をつけると完全に一致するフレーズしか検索しません（この場合だと periodontal diseases は検索し

ません）ので，Disease と Diseases のどちらも検索できるよう，*を付けて” periodontal disease*”
で検索します。（*で任意の文字に置き換えた検索を行います。color*だと color, colors, colorful など

を検索します） 
 

論文の本文が読めるかどうかは， と書いてあるアイコンをクリックします。 

デフォルトは 
＊Web of Science Core Collection (1995-現在) 
＊KCI-Korean Journal Database (1980-現在) 
＊SciELO Citation Index (1997-現在) 
の「横断検索」になっています。 
横断検索の場合，検索結果で分野別の件数が出ないなど少し不

便な点もありますので，今回は Web of Science Core Collection
を選択します。 



 
 

≪演習２≫演習 1 の検索結果から、研究分野が細胞生物学（cell biology）のもののみに絞り込む 

検索結果一覧画面の左側に，絞り込みのメニューがあります。 
分野に関する絞り込みは「Web of science の分野」「研究分野」の 2 種類があります。トムソン・ロ

イターのサポートページでは以下のように説明されています。「Web of science の分野」の方が細か

く，またインパクトファクターと同じ分け方のようです。 
「Web of Science の分野(WC)は約 250 種類あり、インパクトファクターで使われている分野と同じ

ものが使われています。雑誌毎に付与される分野で一つの雑誌に複数の分野が付く場合があります。 
研究分野(SU)は、約 150 種類あり、比較的広い概念で分類されています。例えば、Web of Science Core 
Collection の分野の Ecology は、研究分野では、Environmental Science & Ecology に分類されてい

ます。」 
今回は，「Web of science の分野」を使ってみます。 
検索結果数の多い 5 分野があらかじめ表示されていますので，その中に必要な分野があればチェッ

クを入れて「絞り込み」ボタンをクリックします。 
他の分野で絞り込みをしたい場合は，「その他のオプション」をクリックします。 

＜電子ジャーナルがない場合の例＞ ＜電子ジャーナルがある場合の例＞ 

絞り込みたい分野が表示されて

いない場合は「その他のオプショ

ン」をクリックする 



100 分野までが結果の多い順に表示されます。 
なお，複数の分野を選択することもできます。 

 
（注）一度行った絞り込みは，解除できないようです。 
検索履歴から，絞り込み前に戻るのがよいです。 
≪演習 3≫演習２の検索結果から，高被引用文献（ESI 上位の論文）のみに絞り込む 

絞り込み条件の下の方に，「ESI 上位の論文」があります。 

 

ESI(Essential Science Indicators)は，トムソン・ロイターのデータベースに収録されている論

文数と被引用数のデータに基づき、研究業績に関する統計情報や動向を調べることのできるデ

ータベースです。演習 9で少し使ってみます。 

高被引用文献（Highly Cited Papers）は，ESI の 22の各研究分野において、過去 10年間に最

も引用された論文を指します。具体的には年毎および分野毎の被引用数が上位１％にあたる高被

引用論文です。 

 

ホットペーパー（Hot Papers）は，最近（過去 2 年以内）に発表された論文の中で、直近 2 ヶ

月間の引用回数が各研究分野で上位 0.1％の論文です。 

 

≪演習 4≫PubMed ID が 23063075 の文献を検索する 

検索項目が，最初は「トピック」になっていますので，「PubMed ID」に変えると，PubMed ID で

検索できます。 



 

 

 

≪演習5≫演習 4の検索結果の詳細画面を表示させ，その論文が引用した文献と，その論文を引用し

ている文献を確認する 

≪演習 6≫演習 4 の論文と関連度の高い文献を確認する 

≪演習 7≫演習 4 で表示させた論文が掲載されている雑誌のインパクトファクターを確認する 

 

これらは，詳細表示画面から確認することができます。 

なお，Related Recordsは，引用文献が共通する文献を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演習 7 

演習 6 

演習 5 



≪演習 8≫S. Nakamura, Jpn. J. Appl. Phys. 30, L1705 (1991) 

この文献が引用された回数を調べる 

 

引用文献検索では，論文が引用された回数や引用した文献にどのようなものがあるかを調べるこ

とができます。 

演習 5で行ったように論文の検索結果から引用文献を確認することもできますが，この場合検索

可能なのは 1995年以降の文献のみです。引用文献検索ではそれ以前の論文についても引用回数

を調べることができます。 

 

 

 

引用の誤り等もあり，色々なバリエーションで引用されていることが分かります。 

どれも怪しそうですが疑うときりがないので，今回は 2つを選択し文献を検索してみます。 

 

下矢印をクリックし，引用文献検索を選びます 

姓＋名前のイニシャル（*を付ける） 

雑誌の省略形（索引や短縮形リスト

で確認しましょう） 



 

 

1995年以降の文献にはなりますが，どのような論文がこの論文を引用しているのかが分かります。 

 

 

≪演習 9≫Cell Biology 分野の雑誌のインパクトファクターの一覧を確認する 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①Categories By Rank タブをクリックすると

分野の一覧が表示されます。 

②Category をクリックし，分野名順に並べ替

えます。 

③cell biology分野は185タイトルあることが

分かります。ここで分野名をクリックすると

その分野の情報が出ますので，ジャーナル数

をクリックします。 

④インパクトファクターの高い順に雑誌の一

覧が表示されます。 



≪演習 10≫ESI を使い，Neuroscience & Behavior 分野で最も引用数の多い雑誌と，その雑誌に掲載

されている Top Paper（高被引用文献及びホットペーパー）の一覧を確認する 

 

 

 

 

 

引用回数の多い雑誌順に，リストが表示されます。 

トップペーパーのグラフをクリックすると，論文の一覧が表示されます。 

 

①Journals を選びます 

②Add Filter をクリックし，

Research Fields を選びます 

③分野一覧が出てくるので該当

するものをクリックします 




