
Web of Science Core Collection

レファレンスガイド

Web of Science Core Collectionとは?

国際的に、あるいは特定の地域や分野において最も影響力の高い自然科学、社会科学、人文・芸術のトップ

ジャーナル、会議録、書籍、研究データ等を収録し、引用に基づく公平な指標を学術コミュニティに提供しています。

広大な情報の海から、研究者が本当に必要とする、価値のある情報の発見をナビゲートします。

次の目的でプロファイルを作成します

• EndNote onlineにレコードをエクスポート
• Publonsと統合
• 著者レコードのクレーム、著者フィードバック
• 検索履歴とアラートを保存
• カスタム検索設定を保存
• マークリストに保存
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検索トップ画面

検索ツール

検索演算子 ワイルドカード文字 フレーズ検索

AND

演算子で区切られたすべての用語を
含むレコードを検索

OR
検索用語のいずれかを含むレコード
を検索

NOT
特定の単語を含むレコードを検索
から除外

NEAR / n
互いに特定の単語数（n）内のすべての
用語を含むレコードを検索
(stress NEAR/3 sleep)

SAME
住所検索で、住所の同じ行にある
用語を検索
(Tulane SAME Chem)

ワイルドカードは不明な文字を
表します。

*（アスタリスク）
文字がない場合を含む任意の文
字グループを表す

？ (疑問符)
単一文字を表す

$（ドル記号）
ゼロまたは1文字を表す

完全に一致するフレーズを検
索するには、引用符でフレー
ズを囲みます。

たとえば、"energy 
conservation" という条件は、
energy conservation と完全
に一致するフレーズを含むレ
コードを検索します。これは、
[トピック] フィールドと [タ
イトル] フィールドにのみ適
用されます。

データベースの選択

プルダウンより、任意のコンテンツ
セットを選択

検索オプションを選択

基本検索、著者名検索、

及び引用文献検索等を選択

検索フィールドの選択

プルダウンで検索フィールドを選択し、
Web of Science CoreCollectionレコードの任意のフィールドを
検索します。

複数のフィールドを検索するには、[行の追加]をします。
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検索結果

検索結果の絞り込み

検索結果に対し、上位

の主題カテゴリ、発行年

などに焦点を合わせて

ご覧いただけます。

検索アラートの作成

検索を保存し、アラートとし

て新しく追加されたレコード

のメール通知を受信します。

並び替え

日付順、被引用順、利用
回数のランキング順でソート
できます。

引用レポートの作成

10,000レコード以下の結果
セットについては、引用の概要
を参照できます。
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レコード記事
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タイトル

すべてのタイトルは、索引付けされます。
非英語タイトルは米国英語に翻訳されて
います。

抄録

すべての抄録は、ジャーナル（1991年から現
在まで）によって提供されるように索引付けさ
れています。

21

著者キーワード

著者キーワードは元の記事から索引付け
されており、検索可能。

3 4

トピック検索に含まれるフィールド

キーワード プラス

引用された記事のタイトルから収集されたフレー
ズ。

追加フィールド

5 著者名

すべての著者に索引が付けられています。
姓とイニシャルを使用して検索します。
（例：Garfielde）

著者識別子

Web of Science ResearcherIDsおよびORCID IDが検索可能であり、利用可
能な場合は表示されます。 Web of Science ResearcherIDは、publons.com
のPublonsプロファイルに関連付けられています。 ORCIDデータはorcid.orgから収
集されます。

住所と所属名

すべての著者アドレスは索引付けされ、検
索可能です。 所属名は統一されており、
複雑な名前や多くの住所のバリエーション
を持つ機関を識別するために使用されま
す。

6

87 助成金

資金提供機関、助成金番号、および資
金提供の確認テキストが検索可能です
（インデックスにより利用可能な範囲は異
なります）。

9 10ジャーナル情報

Journal Citation Performance 
Dataは、Journal Citation Reports
から提供されています。 これには、Web 
of Scienceの主題カテゴリ、またはジャー
ナルが配置されているカテゴリ、およびカテ
ゴリのランクとカテゴリのパフォーマンスの四
分位が含まれます。 Journal Impact 
Factorは、組織がJournal Citation 
Reportsを購読ユーザーに対して表示さ
れます。

引用ネットワーク

• 引用文献

• 引用回数

• 関連レコード検索

• 引用アラート

Web of Science Core CollectionおよびWeb of Scienceプラッ
トフォーム（Web of Science Core Collection、Biosis 
Citation Index、Chinese Science Citation Database、Data 
Citation Index、Russian Science Citation index、SciELO
Citation Indexを含む）の被引用回数がそれぞれに表示されます。
サブスクリプションによる制限はなく、すべての正しい引用を反映しており
ます。

1211 引用文献

引用されたすべてのレファレンスは索引付
けされ、Cited Reference Searchを介
して検索できます。 引用ネットワークの
「引用文献」リンクをクリックして、引用文
献i父欄ーに移動します。

利用回数

過去180日間または2013年以降の、こ
のアイテムの全文クリック数または
EndNoteへエクスポートの数からの活用
度をご確認いただけます。
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引用文献検索
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引用文献検索のヒント

引用された著者と引用された著作物にはワイルドカード文字（2ページを参照）を使用してください。

• 検索を終了する前に、表記ゆれのバリアントをお調べ検索ください（論文が誤って引用されている場合があります）。

• 「Citing Articles」の数は、Web of Science Core Collectionのすべての年とすべてのエディションからの引用を反映しています。こ
れは、購読していない年とエディションも含まれます。

• 書籍、特許、政府文書などへの参照を含め、引用されたすべての参照は索引付けされ、検索可能です。

• 引用された著者、完全なソースタイトル、および非標準のソース略語は、Web of Scienceのすべてのソースレコードで自動的に検索さ
れます。 部分的な結果しか返されない可能性があることに注意してください。

2012年以降、「非ソース」アイテム（本、新聞アイテムなど）へのすべての参照は、公開されたとおりに完全に索引付けされます（著者の
完全なリスト、完全なタイトルなど）。 完全なリファレンス情報を表示するには、[展開されたタイトルを表示]をクリックします

Step2
検索に含める参照をバリアントを含めて選択し、[結果を表示]をクリックして
検索結果を表示します。

Step1
• 引用文献検索に移動します。
• 引用タイトル、引用著者、引用作品、引用年、巻、号、

またはページで検索します。

1

2

© 2021 Clarivate. Clarivate and its logo, as well as all other trademarks used
herein are trademarks of their respective owners and used under license.



© 2021 Clarivate. Clarivate and its logo, as well as all other trademarks used 
herein are trademarks of their respective owners and used under license.

ヘルプページ

任意のページの[ヘルプ]ボタンをクリックすると、検索のヒントや例など、製品内の詳細
をご覧いただけます。

Web of Scienceの最新情報を次の場所で入手してください（英語）
https://discover.clarivate.com/wos-newsletter-signup

製品のお問い合わせ先
カスタマーサービス
E-Mail ts.support.jp@clarivate.com
Free Call 0800-170-5577 (土日祝日を除く 9:30～17:30)

【日本語】マニュアル・利活用資料
Web of Science活用メソッド - Web of Science Group (clarivate.com)

【日本語】 Web of Science Webセミナー
Web of Scienceウェブセミナースケジュール - Clarivate - Japan

【英語】Webセミナー・マニュアル・資料
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/home/

https://discover.clarivate.com/wos-newsletter-signup
https://clarivate.com/webofsciencegroup/ja/learning/web-of-science_qrg/
https://clarivate.com/ja/web-of-science-webinars-schedule/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/home/

