
WEB OF SCIENCE
2022年度 基盤医科学実習「文献検索」
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内容

1. 概要

2. 基本の検索

3. 応用の検索

4. 機能を使いこなす
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WoS Core Collection とは？

• 厳選された学術雑誌の論文情報を収録

• 人文・社会・自然科学分野をカバー

• 会議録、専門書も収録

• 引用情報＝参考文献の書誌情報の収録と相互

リンク

• JCR, EndNote online の入口

• 同時アクセス数の制限なし

• 学外からアクセス可（名大ID/パスワード要）
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引用情報の種類

• 引用文献
• この論文が「引用した文献」の一覧

（論文の末尾に書かれている参考文献）

• 被引用文献（被引用回数）
• この論文を「引用している文献」の一覧
• 論文発表後、どの研究者がどのように研究を発展さ

せているかが分かる

• 関連レコード
• 同じ引用文献を引用している他の論文のリスト
• 関連の深い研究であると判断できる
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PubMedとの比較

PubMed Web of Science

分野 生命医学分野 全分野

範囲 1946年～ 1900年～

収録誌数 約5,200誌
約12,000誌

うち生命医学 約3,800誌

収録内容
生命医学分野の学術雑誌
に掲載された論文情報

厳選した重要な学術雑誌
に掲載された論文情報

特徴
シソーラス検索と医学分
野に適化した絞込み機能

豊富な引用情報を活用し
た検索語に依らない検索
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どのように使う？

PubMed Web of Science

分野 生命医学分野 全分野

範囲 1946年～ 1900年～

収録誌数 約5,200誌
約12,000誌

うち生命医学 約3,800誌

収録内容
生命医学分野の学術雑誌に

掲載された論文情報
厳選した重要な学術雑誌に

掲載された論文情報

特徴
シソーラス検索と医学分野

に適化した絞込み機能
豊富な引用情報を活用した

検索語に依らない検索

こんな時
使う！

 もれなく探す
 システマティックに探す

 重要な文献を見つける
 研究の「その後」を追う
 学際的な研究を行う
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検索条件の設定
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検索条件の設定

検索範囲を指定

10



検索条件の設定
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検索条件の設定
主な検索フィールド

トピック 文献のタイトル、抄録、キーワード*から
検索
*キーワード：著者キーワードとWoSが付与したキー
ワード

著者名 文献の著者名、グループ著者名などから
検索

出版物名 雑誌名や書籍名から検索

著者所属 著者の所属機関や所属機関の住所から検
索

DOI/PubMed ID 他のDBで検索した特定の論文を検索
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検索条件の設定

クリックすると、検索条件を追加可能
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検索条件が2つ以上になると
検索演算子を選択可能



検索語入力のポイント

• シソーラスが無いことに留意する

• 活用語処理とスペルのバリエーションは自動処

理 *トピック、タイトルのみ

• 漏れ無く検索するには同義語でも検索する必要

あり

• 検索演算子を使う

• 同義語はORで足す

• 不要な語はNOTで除く

詳細は画面右上の

ヘルプで確認
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検索語入力のポイント

• フレーズで検索する *トピック、タイトルのみ

• ダブル・クォーテーション （ “ ”） で囲む

• “prenatal exposure”で、prenatal alcohol 

exposure はヒットしない

• ワイルドカードを使う

• 活用語等の自動処理は、フレーズ検索時は無効

• 検索語の前後・途中にアスタリスク(*）等を付す
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検索語入力のポイント
記号 検索の方法 入力の方法 検索結果

*

前方一致 prenatal* ・prenatally

後方一致 *natal ・neonatal

・perinatal

中間一致 p*natal ・prenatal

・perinatal

? 任意の1文字 organi?ation ・organization

・organisation

$ 任意の1文字
または文字なし

“model$ing” ・modeling

・modelling
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検索語入力のポイント

• 著者名

• 姓スペース名のイニシャル＊

• 例）chitwood w*

• 同姓で名前のイニシャルが同じ著者がいる場合は、

所属機関名を併せて検索する

• 出版物名

• フルタイトルで入力するか、略語で入力し語尾に＊

• 例)cancer research か can* res*（canadianなどもヒッ

ト） ※索引から選択も可能
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検索語入力のポイント

IPS細胞に関する論文を探してみる

• 検索フィールドはトピックを使用

• iPScellとinduced pluripotent stem cell の両面で

検索

• 検索語句をダブル・クォーテーションで囲みフ

レーズにする

• Cellが複数形の可能性もあるため、アスタリスク

を付ける

• フレーズを検索演算子（OR）でつなぐ

“ips cell*”OR“induced pluripotent stem cell*”
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検索結果の確認
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検索結果の確認

名古屋大学で利用できる
電子ジャーナル・所蔵情
報へのリンク

・文献管理ソフトに保存

・印刷・メール送信

・テキストとして保存

マークリストに追加して
後からまとめて処理
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組合せと絞り込み

ANDかORで組み合わせる
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組合せと絞り込み
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「詳細表示」で6番目以下を表示

• 他にも下の方に会議名、国、言語などが続く
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重要文献を見つける
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重要文献を見つける
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重要文献を見つける
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重要文献を見つける

被引用数（Times Cited）

この論文を引用している文献の数

引用文献（Cited References)

この論文の参考文献リスト

関連レコード（Related Records)

同じ文献を引用している文献
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研究の流れを把握する

関連レコード
Ａと共通の文献を
引用している研究 .

引用文献
Ａが引用した研究

文献Ａ

参考文献
・・・・・
・・・・・
・・・・・ 被引用数

Ａを引用した研究

参考文献
・・・・・
・・・・・

過去 現在 未来

参考文献
・・・・・
・・・・・
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最新の研究をモニタリングする

新しく引用されると

通知が届く（要アカウント）
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最新の研究をモニタリングする
検索結果画面↓

検索履歴画面↓
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自動検索して結果を通知
（要アカウント）



傾向を分析する
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傾向を分析する

表示項目の変更
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インパクトファクター（IF)とは

• IFの算出方法

• 雑誌「J」の2019年のインパクトファクター

（引用数）:雑誌「J」 に掲載された2017年と2018年

の収録文献が、2019年中に引用された総回数

＝
（文献数）:雑誌「J」に掲載された2017年と2018年

の文献（原著論文、総説）数の和
*分母の対象はArticles, Reviews

※ 雑誌名、ISSNの変更は新規雑誌として扱われるので注意
※  分母でカウントされる文献に制約があることに注意
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WoSで調べる

• 検索結果、詳細画面から
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JCRで調べる

• IFなど各種指標を掲載

• 年1回データ更新（6～7月

頃）

• 1997年以降のデータを掲載

• 1996年以前は中央図書館所

蔵のCD-ROMや冊子体で確認
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JCRで調べる

雑誌名で検索

雑誌名 分野
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出版社



JCRで調べる

• さまざまな指標で調べる

タイトル検索

フィルターで絞り込む
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JCRで調べる

• 小児科学で影響力の高い雑誌を調べる
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JCRで調べる

• IFの推移をみる

41



まとめ

• Web of Scienceを活用する
• 引用ネットワークを駆使した多機能なデータベース

• 全分野の厳選された学術雑誌から収録

• シソーラスがないので検索語の工夫が必要

• ひとつの論文を元に、重要論文の追跡が可能

• 研究の段階やシーンごとに機能を活用

• インパクトファクターを調べる
• WoSの検索結果で確認。またはJCRで検索。

• 雑誌を評価する１つの指標。注意も必要。
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以上で「Web of Science」を終わります。次

の動画に移ってください

質問がある場合はmed@nul.nagoya-u.ac.jp

までご連絡ください
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