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ワイルドカード

ワイルドカードを使用して複数形やスペル
のバリエーションを漏れなく検索します。

* =  0文字または1文字以上の文字が入る
ことを意味します。

? = 1文字を意味します。

$ = 0文字または1文字を意味します。

フレーズ検索

トピック検索またはタイトル検索において
完全に一致する語句を検索するには、語句
をダブルクオーテーションで囲みます。
（例：“energy conservation”）

検索演算子

ANDは、すべての語句を含むレコードを
検索します。

ORは、いずれかの語句を含むレコードを
検索します。 

NOTは、特定の単語を含むレコードを
検索から除外します。

NEAR/nは、指定した単語数(n)内にそれ
ぞれの用語を含むレコードを検索します。
（例：stress NEAR/3 sleep） 

SAMEは、著者所属検索においてアド
レスの同一行に指定の語句があるレコ
ードを検索します。
（例：Tulane SAME Chem）

WEB OF SCIENCE® CORE COLLECTION
(旧Wｅｂ of Science)

クイック・レファレンス・ガイド

Web of Science Core Collectionとは？
自然科学、社会科学、人文科学に関する主要な学術雑誌、会議録、書籍から5,500万以上のレコードを検索し、最も
ニーズに合った質の高い論文を探すことができます。リンクされた引用文献をたどることで、同じ分野で活躍する
研究者による論文の関連性も分かります。
*2013年12月まで”Web of Science”と呼ばれていたデータベースが、”Web of Science Core Collection”になりました。

検索

Web of Science Core 

Collectionのレコードから
検索する単語や語句を組
み合わせて入力します。

別の検索フィールドを追加します。 検索フィールドを選択する

ドロップダウンリストから検索フィールド
を選択します。トピック、著者名、出版
物名、助成金提供機関、著者所属-

拡張、著者ID等で検索ができます。

「M yツール」から保存した検索、
EndNoteのオンラインアカウントや
ResearcherIDに移動できます。

Web of Scienceの別のコンテンツ
セットを検索する場合はドロップ
ダウンリストから選択します。

検索対象を限定する

検索対象とする年、および索引ファイルを限定
します。「詳細設定」をクリックすると、購読している
Web of Science Core Collectionの全ファイルの
リストが表示されます。

著者名

名字、スペース、名前のイニシャル（最大5

文字）の順に入力します。

ワイルドカードを利用して検索すると、著者
名のバリエーションを探すことができます。

“Driscoll C”と入力した場合、Driscoll C、
Driscoll CM、Driscoll Charles などが
検索されます。

“Driscoll”と入力した場合は、Driscoll

という名字のすべての著者が検索されます。

“De la Cruz f* OR Delacruz f*”と入力
した場合は、Delacruz FM、De La Cruz 

FMなどが検索されます。

矢印をクリックして検索
オプションを選択します。

• 基本検索
• 詳細検索
• 引用文献検索
• 著者名検索

一般検索
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「詳細」をクリックすると
指定した検索条件が表示
されます。
「アラートを作成」をクリ
ックするとこの検索条件
が検索アラートとして保
存されます。

検索結果の絞り込み

すべての検索結果から、
Web of Scienceの分野、
研究分野、出版物名、出版
年、著者名、助成金提供
機関などにより絞り込み
ます。オープンアクセス
ジャーナルのみに絞り込む
こともできます。

引用レポートの作成

検索結果が10,000レコード以下
の場合、「引用レポートの作成」を
クリックすると、結果セットに対する
引用の概要が表示されます。

検索結果の出力

レコードをEndNote®等の文献管理
ツールにエクスポートしたり、テキスト
として保存、電子メールとして送信、また
は一時的なマークリストに追加します。

「全文」をクリックすると
フルテキストを参照する
オプションが表示されます。
「抄録を表示」をクリック
するとページ内に抄録を
表示します。

論文のタイトルをクリックすると、
フルレコードに移動します。フル
テキストへのリンクもあります
（購読が必要です）。

検索結果の並べ替え

検索結果は出版日（デフォルト
設定）、被引用数、出版物名、または
第一著者名で並べ替えできます。

検索結果
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著者名

すべての著者に索引が付けられ
ており、名字とイニシャルで検索
できます（例：garfi eld e*）。

著者所属と著者所属-拡張名

すべての著者の所属機関が収録
されており、検索可能です。記載
があれば、別刷り請求先の著者
メールアドレスがリスト表示され
ます。著者所属-拡張名は、長い名
称、もしくは名称のバリエーション
の多い機関の特定に役立ちます。

トピック検索のフィールド

タイトル

すべてのタイトルは原文どおり
収録されています。

抄録

すべての抄録はジャーナル記載
のとおりに収録されています
（1991年以降）。

著者キーワードと
KeyWords Plus

著者キーワードにはハイパー
リンクが設定されています。
KeyWords Plusは引用文献の
タイトルに頻出した語句を表示
します。ハイパーリンクをクリック
すると、同じキーワードが付いた
レコードを検索します。

著者ID

ResearcherIDとORCIDのIDが
検索可能です。該当するIDが
あれば表示されます。
ResearcherIDは
www.researcherid.comに
公開されているプロフィール
から収集しています。

助成金情報

助成金提供機関、助成金登録
番号、助成金提供情報が検索可能
です（2008年～現在）。

すべての引用文献に索引が付け
られており、引用文献検索から検
索可能です。引用ネットワークの
「引用文献」リンクをクリックする
と、引用文献一覧に移動します。

引用ネットワーク

• 引用文献
• 被引用数
• 引用マップ
• Related Recordsの検索
• 引用アラート

各データの Web of Science 

Core Collectionでの被引用数、
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、SciELOを含む）
での被引用数が表示されます。
購読の範囲に関わらず、すべての
被引用数が含まれます。

フルテキストや図書館所蔵情報
へのリンク

フルレコード
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ヘルプ

各ページにある「ヘルプ」ボタンをクリックすると、機能に関する詳細なヘルプや
検索に関するヒントや例が入手できます。Web of Scienceのアップデート情報、
操作方法のビデオガイド等はこちらをご確認ください：

http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/wos/support/

カスタマーサポート、トレーニングの連絡先：

http://ip-science.thomsonreuters.jp/support/

ステップ1 
• 下矢印をクリックして引用文献検索を選択します。
• 被引用タイトル、著者名、出版物名、出版年、巻、号、ページで検索可能です。
• 出版物名は短縮形リストから短縮形を検索できます。

引用文献検索のヒント

• 著者名および出版物名の語尾にはワイルドカード
（1ページを参照）を使用してください。

• バリエーションを確認して必要なものにチェック
を付け、「選択した文献で検索」をクリックします
（文献の引用が間違っている場合もあります）。

• 被引用数は、すべての年、Web of Science 

Core Collectionのすべてのファイルからの
引用が含まれています。つまり、ユーザがWeb of 

Science Core Collectionを購読していない年
やファイルからの引用も含まれています。

• 書籍、特許、政府文書なども含めたすべての
引用文献には索引が付けられており、検索する
ことができます。第二著者名、引用文献のフル
タイトル、引用文献の情報源の省略形（ジャーナル
名、書籍名など）は、Web of Scienceにフル
レコードが収録されている場合、検索対象に
なります。ただし、引用文献の検索は、第一著者
名と、短縮形リストに索引されている出版物名
の短縮形で検索することをお勧めします。

• 2012年以降は、書籍や新聞記事を含むすべて
の参照文献に対し、出版物と同様の完全な索引
が付けられています（全著者のリスト、フルタイ
トルなど）。「出版物のフルタイトルを表示」を
クリックすると完全な引用情報が表示されます。

ステップ2
検索したい参照文献をいくつか選択し、
「選択した文献で検索」をクリック
すると検索結果が表示されます。

ユーザー登録でできること

• EndNoteのオンラインアカウントに
レコードを保存

• ResearcherIDとの統合

• 検索履歴の保存

• 検索アラートの作成 

• 引用アラートの作成

• インターフェース言語等のカスタム
設定の保存

トムソン・ロイター

〒107-6119

東京都港区赤坂5-2-20　赤坂パークビル19F

ヘルプデスク：03-4589-3107

フリーコール：0800-888-8855 (9:30-18:00)

E-mail：ts.support.jp@thomsonreuters.com

Web：ip-science.thomsonreuters.jp/support/

引用文献検索


