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知的財産情報ソリューション 
学術情報        

ソリューション 
ライフサイエンス    
ソリューション 

学術文献 
引用情報 

調査・分析 

製薬 
バイオテク 

ノロジー情報 
調査・分析 

特許情報 
調査・分析 

5,000人以上の従業員 
 世界100カ国以上で事業展開 

リサーチ＆コンサルティングサービス 

ACCELERATING INNOVATION 

模倣品対策 
ドメイン管理 

商標情報 
調査・分析 

知的財産管理 

管理 IP Manager 
Protect and Manage IP 
Asset 

クラリベイト・アナリティクスについて 



3 

 

論文のインパクトとは？ 
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論文に関する指標 

論文数 

被引用数 

インパクトファクター 

国際共著率 

h-index Top10%論文割合 

高被引用論文数 

国際共著 

Top1%論文 

ジャーナル 

個別論文 

研究者・ 
研究機関・ 
国 

閲覧数・使用回数 
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出典：科学技術・学術審議会 総合政策特別委員会（平成28年6月14日） 
『第5期科学技術基本計画の進捗状況を把握するための指標について』 

第5期科学技術基本計画の進捗状況を把握するための指標 
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新潟大学の「立ち位置」：例）Clinical Medicine分野 

長崎 

新潟 

熊本 

金沢 

千葉 

岡山 

※バブルサイズ：国際共著率 
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新潟大学の「立ち位置」：例）基礎生命科学分野 

※バブルサイズ：国際共著率 

長崎 

新潟 

熊本 
金沢 

千葉 
岡山 
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本日のトピック 

• インパクトファクターについて 

• Web of Scienceとは？ 

• 論文評価指標の調べ方 

• 効率的な論文の調べ方 
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 インパクトファクターの計算方法を理解しています 

 論文評価指標算出に用いる計算対象（母集団）について理解を

深めています 

 さまざまな論文評価指標について理解を深め、必要な指標を
取得できるようになっています 

 指標を活用して注目論文の特定を効果的に行えるようになります 

90分後に皆様は・・・ 

本日の講習会で学んだ論文指標を 

業績をアピールするためのジャーナル選定や、 

研究業績のアピールに活用することによって、 

効果的に研究資金の申請ができるようになります。 
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インパクトファクターについて 
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インパクトファクター：Journal Citation Reports 
  

 

≒ 1.377 
    （回/論文） 

2014 2015  2016 

2015年の掲載論文数＝130報 2016年に150回引用された 

2014年の掲載論文数＝127報 2016年に204回引用された 

127+130 

150+204 

＝ 

257  

354  

計算対象(分母) Articleと Review 

インパクトファクターはジャーナルの指標であり、研究者や機関の評価には適していない 

＜2016年のインパクトファクター計算＞ 
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インパクトファクターは何誌に付与されているでしょう？ 

コアな国際誌 
（ジャーナル） 

掲載論文 

52500 

21500 

11500 

3500 
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インパクトファクターと研究評価 

インパクトファクターを組織や研究者の研究評価
に用いることについて： 

a. 広く使われているが、誤った使い方であるため、使ってはいけない。 

b. 指標の性質を理解して正しく使うと有効である。 

c. その正当性から広く使われている。 

インパクトファクターとは 

 ジャーナルの評価指標である 

 過去二年間の論文の、1年後（2年後）の年の被引用数のみを用いている 

 平均値を用いている（外れ値（非常に引用数の大きな論文）の影響を受ける可能性がある） 

 分野により値の水準が異なる 

 毎年更新される 
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参考：「分野別に被引用数が異なる」とは？ 

Journal Citation Reports 2017 update version  

歯科学 

数学 

免疫学 

材料科学 

化学 

2016年のWeb of Science Core Collectionの論文が何年前の論文を引用しているか 
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Web of Scienceとは？ 
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Web of Science 
Core Collection 
 
自然科学：Science Citation Index Expanded 
社会科学： Social Sciences Citation Index 

人文学： Arts & Humanities Citation Index 

成長：Emerging Sources Citation Index 

学術書：Book Citation Index 

会議録：Conference Proceedings Citation Index 

 
 

研究指標算出のためのデータソース 

コアな国際誌 
（ジャーナル） 

掲載論文 

最も信頼できる引用索引データベース Core Collection 信頼の理由 

① 幅広い分野の一流ジャーナルを厳選
して収録 

② 1900年からの引用情報を持つ 
（※契約内容によりご利用範囲は異なります） 

③ 論文の全ての著者と著者所属を収録 

60年以上の歴史をもつ世界初の引用索引
データベースとして、世界7,000機関以上
の大学や研究機関、企業等において研究情
報の検索に利用されている 
『研究情報のゴールドスタンダード』です 
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『引用索引データベース』とは？ 

論文の本文と末尾に、何を引用したかを必ず明記する 

アカデミックな世界における引用の特徴 

Web of Science  
Core Collection は、 

この情報を「すべて」 
集めています。 
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『全ての著者と著者所属を収録している』とは？ 

* * **** * ***** 

他のデータベースでは、筆頭著者の所属し
か索引付されていないレコードも 
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所属機関の表記のさまざまなバリエーションを統一した機関名の辞書 

論文上の所属機関表記に
は様々なバリエーション
があります。 

所属機関の表記について 



20 

• 専門スタッフによる継続的な選定作業 

– Citation Indexの製作当初から変わらず運用 

– 年間約3,000ジャーナルを受理 

– そのうち実際に収録対象となるのは10%以下 

– どのジャーナルについても中立を保つ 

• ４つの選定基準 

– Basic Journal Publishing Standards 
（出版水準の維持） 

– Editorial Content（編集方針・内容） 

– International Diversity（国際的な多様性） 

– Citation Analysis（引用分析） 

 

Web of Science一貫したジャーナル収録基準 
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ジャーナルの     
基本的な  
発行基準 

編集内容  国際性 引用分析 

●ジャーナルは国際的
に利用されることを
前提としてるかそれ
とも地域での利用が
前提か? 

●著者および編集委員
会のメンバーの国際
的な存在感は？ 

●総被引用数等 

●最近の引用動向等 

●著者および編集員会
のメンバーの引用 

●他のどのような
ジャーナルから引用
されているかなど 

 

■ピアレビューの実施 

■出版倫理の順守 

■電子ファイル(XML / 
PDF)で入手可能 

●ジャーナルが定めら
れた期日どおりに発
行されているか 

●国際的な編集慣例 

■英語による書誌事項、
抄録、参考文献、
キーワード 

■学術コミュニティー
からの要望があるか、
すでに関心がある内
容か? 

●他の類似ジャーナル
と比較してどうか？ 

●すでにもっと良い
ジャーナルがないか? 

●Web of Scienceにとっ
て新規の内容をもた
らすか? 

 

http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/ 
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/esci/ 

●SCIE/SSCI/AHCI (3files)収録基準 

■ESCI 収録基準適用項目 

雑誌審査プロセス： 
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Web of Scienceの主なデータ項目（１） 
 

KeyWords Plus® は、クラリベイト・アナリ
ティクスによって作成されたキーワードで、
引用文献（References）のタイトルに由来
しています。KeyWords Plus は従来のキー
ワードやタイトル検索を拡張します。 
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****** 

Web of Scienceの主なデータ項目（２） 

 

助成金は主に謝辞情報から取得しています。 
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論文指標の調べ方 
 ・論文指標とは 
 ・分析機能を使いこなす＝研究のアピール 
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業績のアピール - 被引用数が大きくないとアピールできないでしょうか？ 
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論文に関する指標 

論文数 

被引用数 

インパクトファクター 

国際共著率 

h-index Top10%論文割合 

高被引用論文数 

国際共著 

Top1%論文 

ジャーナル 

個別論文 

研究者・ 
研究機関・ 
国 

閲覧数・使用回数 
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指標名 定義 

論文数 論文集合の大きさ 

被引用数 論文集合の被引用数の総数 

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年で発行され最近で特に引用数の伸びた論文 

インパクトファクター 雑誌の評価指標 

h-index
h-index（5回以上引用された論文5報ある場合、h-
index=5）生産性とインパクトを同時にはかる指標

相対被引用度 世界平均と比較 

% Documents in Top10%
分野、出版年、ドキュメントタイプが同じ論文集
合で被引用数上位10%論文がある割合

国際共著論文数
1人以上、異なる国の所属の著者がいる論文（国際
共著論文）

国際共著率 国際共著論文の割合（国際共著率）

各指標（例）とその概要 



28 

• 米国の物理学者ジョージ・E・ハーシュが、Web of ScienceのTimes 
Cited（被引用数）を元に2005年に考案した指標 

• 研究者の論文の量（論文数）と論文の質（被引用数）を同時に１つの数
値で表すことで、その研究者の科学的貢献度を表すことが期待される 

• 但し、論文数の少ない若手研究者は数値が低くなるので注意が必要 

Hirsh, J.E. An index to quantify an individual's scientific research output.  
Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America.  
vol.102, no.46, 2005, p.16569-16572.  

傾き1 

h-index＝30の研究者：  
被引用数30回以上の論文が
少なくとも30編ある 
 

代表的な指標①： h-index 
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– 総論文数に占める被引用回数Top10％また
はTop1%論文の割合 

• 総論文数のうち、被引用数が出版年・ 
各分野において上位10％または1%に 
入る論文の割合 

• InCites Benchmarkingでは、 
“% Documents in Top 10%”、 
“% Documents in Top 1%” として表示 

 

– シェア 

• 全世界の総論文数のうち、日本の
Top10%またはTop1%論文が占める割合
（日本のTop10%論文は近年7%台で 
推移） 

ある分野・ある出版年の論文

が300報あった場合、その

中で被引用数上位3位までの
論文がTop１％論文となる 

代表的な指標②： Top10%論文の割合とパーセンタイル 
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代表的な指標③： 相対被引用度 - Category Normalized Citation Impact (CNCI) 

• CNCIは下記式によって算出されます。 
 
     CNCI = Times Cited / Category Expected Citations 

 

• Times Cited ：被引用回数 

• Category Expected Citations：研究の分野における期待引用率（ 研究領
域、出版年、および、文書の種類を考慮） 

 

特徴 
• CNCIは、論文の出版年に関係なく算出され、文書タイプの主題に焦点を当
てる、 貴重かつ偏見のない評価指標です。 1のCNCI値は世界平均と同等
のパフォーマンスを表し、1を超える値は平均を上回るとみなされ、1未満
の値は平均より低いとみなされます。 

• CNCIは、出版年、研究領域、または文書の種類に関係ない、貴重かつ偏見
のない評価指標です。 したがって、大きさの異なる集合や研究領域の異な
る集合の比較が可能な評価指標です。 
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これをさらに分析することで、
どこから引用を受けているの
か、どのような研究者がいる
のかを特定できます。 

合計出版物数 
年別の被引用数 

論文ごとの詳細情報 

論文集合の基礎的な論文指標を知る：引用レポート 
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業績のアピール - 被引用数が大きくないとアピールできないでしょうか？ 
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分野と出版年による被引用数の違い－ベースラインを使って正しく論文のインパクトを把握 

 

  

Clinical Medicineの場合、2016年
に発表された論文では、被引用
数12回でTop1%となります。 

Clinical Medicineのパーセンタイル表 

Essential Science Indicators 2017 2th 2017/8/30 
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Web of Science Core Collection を元に様々なデータを集計・提供 

34 

Impact Factor 

論文単位の引用情報 

雑誌タイトル 
ごとに集計 

Journal Citation Reports 

Web of Science 
 core collection® 

 
研究者：国・機関別のデータ 
分野別・雑誌等のデータ 
論文単位の相対的指標 

相対的指標を付与 
分析に適した集計 

InCites Benchmarking 

世界のTOP 1%論文 
国別・機関別のランキング 

高被引用論文 
を集計 

Essential Science Indicators 
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さまざまな 
並べ替えオプション 

ランキング（簡易版）を表示 絞り込みオプション 

クリックするだけで、その研究
テーマに関連する重要な 
・助成金提供機関 
・著者名 
・国/地域 
・研究分野 
がわかる！ 
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結果の分析： 
−検索結果を多様な観点（国、著者所属、出版年等）で分析します。 
 

引用レポートの作成： 
−検索結果の論文を引用した論文について調べることができます。 
−研究機関・研究者の影響力分析に役立ちます。 

分析機能へのアクセス 
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分析の「視点」を 
選びます 

上位500位まで 
選択可能 

国／地域 

助成金提供機関 

所属機関（拡張） 

結果の分析 
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「読むべき論文」の簡単な見つけ方 
- 引用索引データベースだからできること - 
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AND、OR、NOT 
検索指定 

検索条件の追加 

検索対象年の指定 

検索ワード 
の入力  

「著者名」「所属機関」 
等の属性指定  

データベースを 
選択 
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もっとも一般的に使用されるのがトピック検索です。トピック検索は、以下の項目を検索します。 

キーワード 

タイトル 

抄録 

検索の基本－トピック検索〈タイトル・抄録・キーワード〉 
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まずはキーワード検索から 
iPS細胞（”iPS Cell*”） をトピック検索 
 

「読むべき論文」の簡単な見つけ方 
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検索結果画面 

さまざまな 
並べ替えオプション 

絞り込みオプション 
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「読むべき論文」をいち早く見つける６つのコツ 

①「被引用数」の多い論文から読む 

被引用数の多い順に
並べ替え 



44 

「読むべき論文」をいち早く見つける６つのコツ 

②「高被引用論文・ホットペーパー」から読む 

絞り込みオプション 

詳細内容表示 
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「読むべき論文」をいち早く見つける６つのコツ 

③「利用回数」で、研究者の「興味」が高い論文から読む 

利用回数で並べ替えると、
利用回数のデータが表示
されます。 

個々のレコードごとに、
利用回数データを開いた
り閉じたりできます。 
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「読むべき論文」をいち早く見つける６つのコツ 

④ 発表年の「古い順」に読む 

被引用数の多い順に
並べ替え 
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「読むべき論文」をいち早く見つける６つのコツ 

⑤ 有力な「レビュー論文」で先行研究を理解する 

レビュー論文に絞込み 最新のレビューから読む 
被引用数の多いレビュー

を確認 
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論文A 
1993年 

引用  

1990年 

1970年 

1916年 

過去  

過去に遡ることで、 
関連のある先行文献を検索 

現在  

2002年 

1998年 

1995年 

被引用  

未来へ辿ることで、 
研究動向や発展状況を確認 

未来  

関連  

1992年 1994年 1996年 

潜在的な共同研究者候補・
ライバル研究を発見 

共通の引用文献を持つ 
論文集合 

⑥「引用関係」から検索 

「読むべき論文」をいち早く見つける６つのコツ 
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「読むべき論文」をいち早く見つける６つのコツ 

⑥「引用関係」から検索： 
 注目論文が引用している論文（先行論文） 
 注目論文を引用している論文（後続論文） 
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「読むべき論文」をいち早く見つける６つのコツ 

⑥「引用関係」から検索： 

 共通の引用文献を持つ論文（関連論文） 

『Rerated Records を

検索』すると、「検索
した論文と1報でも
共通の引用文献を持
つ文献集合」を抽出 
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「読むべき論文」の特定方法 

①「被引用数」の多い論文から読む 

②「高被引用論文・ホットペーパー」から読む 

③「利用回数」で、研究者の「興味」が高い論文から読む 

④ 発表年の「古い順」に読む 

⑤ 有力な「レビュー論文」で先行研究を理解する 

⑥「引用関係」から検索 

 

自身の論文が（１報でも）上記を満たす場合、 

「読むべき論文」と『客観的に』考えられる論文
を発表している、と言うことができる。 
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 インパクトファクターの計算方法 

 論文評価指標算出に用いる計算対象（母集団） 

 さまざまな論文評価指標 

 指標の取得方法 

 注目論文の特定 

まとめ 

本日の講習会で学んだ論文指標を 

業績をアピールするためのジャーナル選定や、 

研究業績のアピールに活用することによって、 

効果的な研究資金の申請をしていただければ幸いです。 
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自分の研究テーマのアピールに活用できる指標 

• 被引用数の指標（被引用数、Top10%論文、CNCIなど） 

• 利用回数 

• 増加度合い 

 論文数の伸び → 研究が盛んになっている 

 被引用数の伸び → 最近注目されている 

• 自身の論文を引用している論文の傾向 

 海外からの引用 

 複数の分野からの引用 

 高被引用論文からの引用 

 レビューからの引用 

 高い評価のジャーナルからの引用 

「なぜ引用されているか？」 

＝アピールすべきポイントを
考えるヒント 
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 動向を知りたい 

 関わる研究者や研究機関を知りたい 

 どの機関から助成金が出ているかを知りたい 

 研究機関や研究者の影響力を見たい 

 特定の研究機関の共同研究先を知りたい                          

ある研究テーマに関して・・・ 

さらに！！自身の業績アピール以外での、便利なWeb of Scienceの活用例 
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お問い合わせ先 

• カスタマーケア 
– メール ts.support.jp@clarivate.com 

– 電話 0800-888-8855 (9:30-17:30) 

• Web of Scienceサポート 
– 各種資料や音声ガイド 

– http://clarivate.jp/products/web-of-science/support/ 

 

 

 

 
• ナレッジベースの検索（FAQ) 

‐ http://clarivate.jp/support/kb/ 

 

mailto:ts.support.jp@clarivate.com
http://clarivate.jp/products/web-of-science/support/
http://clarivate.jp/products/web-of-science/support/
http://clarivate.jp/products/web-of-science/support/
http://clarivate.jp/products/web-of-science/support/
http://clarivate.jp/products/web-of-science/support/
http://clarivate.jp/products/web-of-science/support/
http://clarivate.jp/products/web-of-science/support/


クラリベイト・アナリティクス 

学術情報事業 

  

〒107-6119 東京都港区赤坂5丁目2番20号 赤坂パークビル19階 

Tel: 03-4589-3102 Fax: 03-4589-3240 

Japan.gainquiry@clarivate.com 


