
ジャーナル評価入門

2021年度

新潟大学附属図書館

知りたいことだけサクッと学術情報セミナー＠Zoom



本日の内容

1. 粗悪学術誌の特徴

2. ジャーナルチェック方法

3. ジャーナルの評価指標

4. まとめ
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1.粗悪学術誌の特徴

粗悪学術誌（ハゲタカジャーナル）とは，厳密な定義はないが，

「適切な査読が行われず，掲載料を払えば論文を掲載できる，
掲載料搾取目的の粗悪なオープンアクセスジャーナル」のこと。

↓米国国立衛生研究所（NIH）が示す特徴

• 誤解を招く価格設定をしていること（例えば、論文掲載料（APC ）
に関する透明性が欠如していること）

• 著者に対して情報を開示しないこと

• 積極的に論文投稿を求めてくること（不自然なメール）

• 編集委員会のメンバーについて記述が不正確なこと

• 査読プロセスが誤解を招くもの、または疑わしいものであること

2



粗悪学術誌の問題点

• 論文の質が保証されない

• 引用が低くなる可能性

• 長期的な公開が担保できない可能性

• 出版社が投稿撤回を認めない場合があり、他の
雑誌への再投稿ができなくなる恐れがある

（出版社とのトラブル）

• 説明責任が果たせない（公的資金、助成金な
ど）

• 業績がマイナス評価される危険性

質が悪い

社会的
評価

3



注意！ハゲタカ学会オンライン化

コロナ禍の影響で研究者の参加料収入が目的とみられるハゲタカ学会
がオンライン化しているので注意が必要！

【特徴】
・無関係の複数分野の学会を合同で開催し、不特定多数の研究者に
参加のメールを送る。

・チェックがずさん。
・実質参加料を支払えば発表できる。
・回数を重ねるとハゲタカ誌への論文投稿を勧誘される。

※粗悪学術誌に関する詳細は、図書館 HP > 研究支援 > リサーチ・
コモンズ > 知りたいことだけ!サクッと学術情報セミナー 2020年度
「ジャーナル評価入門１」の資料をダウンロードしてご覧ください。
https://www.lib.niigata-u.ac.jp/research_support/seminar.html

※毎日新聞2021年6月26日27面を参照
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2.ジャーナルチェック方法
1. Web of Science (Master Journal List)

http://mjl.clarivate.com/#journal_lists

• Web of Science に採録されていることが、その雑誌が一定の評価を得ているという判断材料の1つになる。

• 新潟大学はWeb of Scienceを契約済み。

• Web of Scienceトップ画面の「Master Journal List」をクリックし、検索窓に雑誌名やISSNを入力して検索。

2. Scopus収録誌 (Scopus Preview)
https://www.scopus.com/sources

• Elsevier社が提供している、学術雑誌の評価ツール。
学術雑誌の影響力を示す指標CiteScoreを参照することができる。新潟大学ではScopusを契約していないが、
学術誌に及ぼす影響やScopus収録誌を調べることは無料で利用できる。

• Google等でScopusで検索＞Scopus画面の「ジャーナルランクを表示」をクリック＞「収録誌」のページが
表示され、ジャーナル評価指標のCiteScoreのリストが表示される。
分野やタイトルでも検索可能。また、表示オプションの「Open Accessジャーナルのみの表示」を選択し
て「適用」をクリックするとオープンアクセス誌を絞り込める。

• CiteScoreの対象期間は4年間で、Scopusに基づいているので収録範囲が広く、無料で公開されている。
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CiteScore(2020)=
2017～2020年に掲載された論文が2017～2020年に引用された数

2017～2020年の掲載論文数



3. DOAJ (Directory of Open Access Journals) https://doaj.org

• 質の高いオープンアクセス誌を調べることができる。

• DOAJは、コミュニティが管理するオンラインディレクトリであり、厳格な審査基準に
基づき、質の高い査読付きオープンアクセス誌をまとめたリスト。無料で利用できる。

• 画面の「Apply」をクリック＞「Transparency ＆ Best Practice」をクリックすると質の高さ
を保証するポリシーが記載されたページが表示される。

• 検索窓に雑誌名やISSNを入力して検索。

4. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals

• 米国国立医学図書館が提供する生命科学・医学系の主たるデータベースのMEDLINEへの
採録自体に明示的な基準が設けられているので、PubMed (MEDLINE)に採録されている
ことが、その雑誌が一定の評価を得ているという判断材料の1つになりえる。

• PubMedのトップ画面の右下「Explore」＞「Journals」をクリック。
検索窓に雑誌名やISSNを入力して検索。

1.～4.の詳細は図書館HP HOME＞研究支援＞学術雑誌の評価指標を参照

https://www.lib.niigata-u.ac.jp/research_support/journal_metrics.html
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5. Committee on Publication Ethics(COPE) 
https://publicationethics.org/members

• 学術論文の出版規範に関する活動を行なっている非営利組織のサイト。メンバーとなっ
ている雑誌や出版社はある程度信頼できると判断できる。

• 出版社名などで検索、またはリストから調べる。

6. Think,Check,Submit（チェックリスト）

https://thinkchecksubmit.org/

http://thinkchecksubmit.org/translations/japanese/ (日本語版)

• 検討、確認、投稿の３つのステップのチェックリストを確認することで研究成果に最適

なジャーナルを選択することができる。

• 日本語版もある。このチェックリストを利用することで、研究成果を投稿する最適な

ジャーナルを選択することができる。

7. Stop predatory journals（ブラックリスト）

https://predatoryjournals.com/

• アメリカの元大学図書館員Jeffrey Beall氏が個人的に作成したPredatory journalの疑いのあ

るジャーナルと出版社をまとめたリスト。

（2017年2月以降更新なし、あくまでも参考程度に）
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新潟大学HPのチェックリスト
https://www.niigata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2018/11/check_list.pdf

1. ご自身または同僚がそのジャーナルを知って
いますか。

2. 出版社を容易に特定し連絡をとることができますか。

3. そのジャーナルがどのような査読を行うかについて
明白ですか。

4. 使用されている評価指標は一般的なものですか。

5. 料金設定は明瞭ですか。

6. ジャーナルサイトでは、料金の内容と請求時期について説明されてい
ますか。

7. 編集委員会は設置されていますか。

8. その出版社は、学術出版業界を主導すると広く認められている団体に
所属しています。

※"Think. Check. Submit"のcheck list（http://thinkchecksubmit.org/check/）を基に作成
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学協会著作権ポリシーデータベース

（SCPJ：Society Copyright Policies in Japan）
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W2QrkNFOC6sFKyMHy8aj1tyw7Wv88d3JQGtRW4Us1WY/edit

日本国内の学協会の機関リポジトリに対する論文掲載許諾状況を提供するデータベース

2010年度から2012年度に国立情報学研究所（NII）のCSI委託事業として実施され筑波大学等
を中心に運営されていたが、2020年3月に「オープンアクセスリポジトリ推進協会
（JPCOAR）」が運営を引き継いでいる。JPCOARに引き継がれたSCPJデータベースでは、
暫定的な措置として、Googleスプレッドシートによるデータ公開が行われている。

【学協会OA 方針の分類】
Green 査読前・査読後のどちらでもよい
Blue 査読後の論文のみ認める
Yellow 査読前の論文のみ認める
Gray 検討中・非公開・無回答・その他
White リポジトリへの保存を認めていない
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粗悪学術誌かどうか、投稿すべき雑誌
の判断に困ったら…

投稿規定やAPC料金で、粗悪学術誌
（ハゲタカジャーナル）かどうかを判断
するのは実は結構難しい

ジャーナルの評価を確かめる

3.ジャーナルの評価指標
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ジャーナルの評価指標のツール

① Impact Factor (IF)
「Impact Factor」はClarivate Analytics社が算定している指標で、Web of Science収録論
文の被引用数に基づき算出される。特定の期間において、あるジャーナルに掲載され
た論文が平均的にどれくらい引用されているかを示す尺度で、ジャーナルのインパク
トを表す指標の一つである。Journal Citation Reports (JCR)で調べることができる。JCR
は新潟大学で契約している。

② h(5)-index
h-indexは研究者の業績を表す指標だがgoogle scholarではジャーナル指標としてh5-
indexを公表している。（h5-indexは5年間の論文数で算出）

③ Source Normalized Impact per Paper (SNIP)
http://www.journalindicators.com/indicators

Impact Factorを分野ごとに引用が平均化されるようコンピューターで算出

して補正したジャーナル指標

④ SCImago Jornal & Country Rank (SJR)
https://www.scimagojr.com/journalrank.php

多く引用されている論文からの引用には重みを与えたジャーナル指標
SJRは単にどのジャーナルが最も引用されるかではなく、どのジャーナルが名声のあ
るジャーナルに引用される論文を掲載していそうなのかを示す。
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①Impact Factorについて

Clarivate Analytics社が提供している、学術雑誌の評価ツール
です。
引用データを基に算出された年間統計を提供しています。
雑誌の重要度、影響度、雑誌間の引用・被引用関係を計るこ
とができます。一般的に高いほうが影響力があるとされる。

JIF(2020)=

A誌に2018年と2019年に掲載された論文の
2020年に引用された回数

A誌に2018年と2019年に掲載された論文数

• 引用の慣習は学術分野ごとに異なる。

• 専門誌よりも総合誌(Nature, Scienceのような)の方が数値が高くなりやすい。

• レビュー論文が多い雑誌が高くなりやすい。

• 過去2年間の数値から算出されるので、分野の特徴や研究テーマによる影
響がある。

• WoS採録雑誌が対象である。

IFの問題点
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JCR（ Journal Citation Reports ）【学内限定】

• 自然科学と社会科学の学術雑誌について、引用データに基づ
いて定量化した統計情報を提供

• 雑誌別および対象領域別に学術研究の重要度と影響度を計測
できる

• 収録範囲（2020年版）：

• 5大陸83ヵ国から12,000 誌以上のジャーナルを収録

（完全なオープンアクセス誌 1,600誌以上）

• 自然科学・社会科学分野の236の研究カテゴリー

• 被引用誌および引用誌の
統計情報（1997 年以降）

• JCRのトップ画面の「Browse Journals」をクリック＞ジャーナ
ルの検索画面＞ジャーナル名等で検索。
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附属図書館Webサイト＞データベース一覧からJournal Citation Reports に
アクセス
（https://www.lib.niigata-u.ac.jp/searchworks/db_list.html）



②h(5)-index

ある研究者が発表した論文のうち、被引用数がh
以上であるものがh以上あることを満たす最大の
数値 順位 被引用数

1 100

2 50

3 30

4 10

5 5

6 3

7 3

h-index=5

※h5-indexは5年間の論文数で算出

例）10回引用された論文5本ある研究者A
50回引用された論文1本と、1回も引用のない論文が4本ある研究者B
どちらも総被引用数50回 総論文数5本

研究者Aのh-index=5
研究者Bのh-index=1
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③Source Normalized Impact per Paper (SNIP)
http://www.journalindicators.com/indicators

分野ごとに引用が平均化されるようコンピューターで算出し
て補正したジャーナル指標

• Scopusのデータをもとに分野によるジャーナルの引用のさ
れやすさの違いを考慮して被引用率を補正した指標で、
Impact Factorを分野ごとに引用が平均化されるようコン
ピューターで算出して補正したジャーナル指標。

• CWTS Journal Indicatorsで調べることができ、「Select 
subject area」の「Main area」で「Subject」を選択し、
「Subarea」でさらに「Category」で絞り込んで検索できる。

• 無料で利用できる。
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多く引用されている論文からの引用には重みを与えた
ジャーナル指標

• Scopusのデータをもとに引用元のジャーナルの評判によっ
て引用に重み付けした指標で、多く引用されている論文
からの引用には重みを与えたジャーナル指標。

• 単にどのジャーナルが最も引用されるかではなく、どの
ジャーナルが名声のあるジャーナルに引用される論文を
掲載していそうなのかを示している。

• ジャーナル名や出版社で検索したり、「Subject」や
「Category」で絞りこんだり、「Open Access Journals」や
「WoS Journals」に限って検索したりすることができる。

• 無料で利用できる。

④SCImago Journal & Country Rank (SJR)

https://www.scimagojr.com/journalrank.php
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図書館HPを活用しよう！

論文を投稿する学術雑誌を選ぶ際に参考になるツール類などを紹介しています！

カーソルをポイントする
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4.まとめ

1. 質の悪い粗悪学術誌への投稿は，科学への国民

からの信頼を失いかねない。また，研究者の業

績や評価などに悪影響を及ぼす可能性がある。

2. 粗悪学術誌かどうか、投稿すべき雑誌の判断に

困ったら、ジャーナルチェック方法やジャーナ

ル評価指標ツールを利用して確認する。

3. 図書館ホームページを活用する。

ご質問などお気軽に情報調査係まで : c-sougo@lib.niigata-u.ac.jp
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