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本日の内容

1. このセミナーの背景

2. 被引用指標とは

3. 被引用指標を調べる方法
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背景

科研費の制度改正で申請書の様式に、研究遂行能力の欄ができた

論文リストを羅列するだけでなく、研究遂行能力を示す方法は申請者の自由
になった

採択された申請書をもとに、URAがポイントを抽出
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URA

平成31年度様式Ｓ－１３研究計画調書
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/data/h31/2oubo-content/s-13.pdf

自身の論文がどういう評価を
受けているか

定性的表現…学会で受賞した

定量的表現…被引用指標



研究遂行能力欄の全般の書き方について

採択申請書からURAがポイントを抽出してご紹介する、「すぐに使える
実例紹介」を、 10月から開催しますので、そちらもどうぞ！
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URA

http://www.ura.niigata-u.ac.jp/index.php/sakutto_seminar



研究遂行能力欄における被引用指標の記載状況

2019年度科研費で新潟大学から応募した569件の申請書から「３ 応募者の研
究遂行能力及び研究環境」の欄について、被引用指標の記載状況を集計した。
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URA

 被引用指標を研究遂行能力の欄に記載した

申請書は、17件（全体569件の3%程度）

記載されていた
被引用指標

 被引用指標を記載した申請書は、

採択の割合が高い

採択
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不採択

4

採択状況



被引用指標とは
引用される＝注目される＝影響力がある ←

論文単位での被引用指標
被引用数
高被引用論文 ：最近10年のトップ1%論文
ホットペーパー ：最新2年で発行され、特に引用数の伸びた論文

研究者単位での被引用指標
h-index：生産性とインパクトを同時にはかる指標

（5回引用の論文が５件あれば、h-index=5）

雑誌単位の被引用指標
Impact Factor ← Web of Scienceで確認

CiteScore ← Scopusで確認 6

Web of ScienceやScopusを
使って調べられます！

図書館



（参考）h-indexとは

論文の量と質を同時に表す指標として、2005年に考案されました。

「ある研究者がこれまで発表した論文の中で、h回以上引用された論文がh本以上ある」

という数値を示します。

（計算方法）

自分の論文を被引用数が高い順に並べる。

順位の数値と被引用数を比べ、

順位の数値が被引用数より高くなった時の

手前の順位がh-index。

← この場合のh-indexは、「12」になります。
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順位 被引用数

１ 20

２ 19

３ 16

… …

… …

11 14

12 13

13 8

14 ３

図書館



被引用指標を調べるには
～論文単位～

論文の被引用数：Web of Scienceで調べます

まずはご自分の論文を検索
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「引用ネットワーク」欄に
被引用数が表示されます。

申請書には…
「この論文はWeb of Science掲載誌
で36回引用されました」
「最近10年間のトップ1%論文です」
と書くことができます！

図書館

高被引用文献にはマークがつきます。



被引用指標を調べるには
～研究者単位①～

h-index：Web of Scienceで調べます

1. 「研究者検索」でご自分を検索

例）Last Name: ajioka

First Name: y

↑

表記に揺れのある場合、

フルスペルを入れないほうがヒットします。
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被引用指標を調べるには
～研究者単位②～

2. 画面右のチェックでご自分の

情報に絞り込みます

Auther name: 氏名の表記

Organizations: 所属した機関

3. 著者データが複数あれば

「View Combined Records」で

集合を作ります

データが1つだけなら氏名をクリック
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4. 「Citation Network」に

h-indexの数値が表示されます

5. 「View Full Citation Report」で

詳細な分析が表示されます
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被引用指標を調べるには
～研究者単位③～

図書館

申請書には…
「私の2020年時点h-indexは41です」
と書くことができます！



被引用指標を調べるには
～雑誌単位 <Impact Factor>①～

Impact Factor
Web of Science収録誌に掲載された論文の引用数を雑誌単位で集計し、

雑誌の注目度を表した指標。
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2017年と2018年の掲載論文数

2017年掲載論文と2018年掲載論文が
2019年中に引用された数 ＝2019年 Impact Factor

同じ分野での雑誌の比較に有効です。
※分野が異なれば、比較は意味を成しません。



被引用指標を調べるには
～雑誌単位 <Impact Factor>②～

Web of Science上部メニュー

→Journal Citation Reports

→雑誌タイトルで検索
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図書館

申請書には…
「IF:10.171の雑誌に
掲載されました」

と書くことができます！



被引用指標を調べるには
～雑誌単位 <CiteScore①>～

CiteScore

Scopus収録誌に掲載された論文の引用数を雑誌単位で集計し、

雑誌の注目度を表した指標。

Web of Scienceより分野の収録が広い。

※2020年6月から算出方法が変更。（CiteScore2019分から）
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2016～2019年の掲載論文が
2016～2019年に引用された数

2016～2019年の掲載論文数
＝ 2019年 CiteScore

図書館



被引用指標を調べるには
～雑誌単位 <CiteScore②>～
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申請書には…
「CiteScore 10.5の雑誌に
掲載されました」

と書くことができます！

※新潟大学では契約していませんが、
ジャーナルランキングは閲覧できます。

図書館



（参考）分野の四分位

JCRやCiteScoreといった指標のほかにも、

当該の分野におけるランキングと

その分野での四分位を表すデータもあります。

Q1: その分野の上位25％に入るインパクト

ファクターを持つ

Q2: その分野の上位50%に入るインパクト

ファクターを持つ
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被引用指標を利用する際の注意

•分野をまたいだ比較には意味がない

→雑誌の刊行頻度や発表の慣行など、分野によって大きく異なる。

•属する分野の被引用分布を参照したほうがよいことも

自分の論文が、分野の被引用分布中でどのパーセンタイル位置
にあるのか。

→文献データベースよりも、分析ツール「InCites」を

使うほうが有効。

URAまたは図書館へお尋ねください 17
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Q&A

自分の論文の被引用数は判明しましたが、他の論文と比べて

被引用数が多いのか少ないのか、判断基準は何かありますか？
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図書館・URA

論文を各年各分野で被引用数順に並べたときに、上位 n  %に入る論文のことをトッ

プ n  %論文と呼びます。たとえば、トップ10%論文であれば、高い注目を集めている

旨を、審査委員にアピールできます。

出典：第5期科学技術基本計画における目標値・指標

https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/sihyou/katuyou.pdf



Q&A

Web of Scienceの被引用数は、Google Scholarより少ないのは

なぜですか？
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G oog le  Sch o larが幅広い学術情報を収集しているのに対し、We b of  Sc ie n ceは、

収録誌が厳選されているので、被引用数は少なめに出がちです。

Google Scholar

27件
Web of Science

15件

図書館・URA



Q&A

被引用数があまり多くないことが分かりましたが、申請書に書いた
方がいいですか？
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年ごとの被引用の状況次第では、アピールできると思います。

たとえば、被引用数があまり多くなかったとしても、年ごとの被引用数が増加して

いるのであれば、その論文は、学術的価値が認められていると言えます。

図書館・URA



Q&A

5年インパクトファクターというものがありますが、どういう場面
で使えばいいですか？
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一般的には2年の J IFが用いられがちですが、論文の出やすさは研究分野によって異な

りますので、5年の J IFを用いる方がより実態に合った指標と言える場合もあります。

そういった分野では、5年の J IFの方が高い値が出がちなので、見栄えもするかもしれ

ません。

図書館・URA



まとめ

1. 科研費の制度改正により、研究遂行能力を言葉で説明できるようになった

2. 論文の被引用指標は、定量的なので審査委員に（それなりに）伝わりやすい

3. 被引用指標は、附属図書館が契約している文献データベースで調べることができる
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図書館・URA

お問い合わせ

文献データベースの使用方法について

五十嵐：学術情報サービス課 情報調査係 内線6219

旭町：学術情報サービス課 医歯学図書館係 内線 0695

科研費の申請書作成について

研究企画室URA 内線7569


