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ISI Web of Knowledge : Journal Citation Reports 

（インパクトファクター検索） 

 

Journal Citation Reports （JCR）とは, 学術雑誌の引用・被引用データを元に各雑誌を評価するツールです. 約 200 分

野の中から国際評価の高い 7,000 誌以上を収録対象にしています. その範囲は, 自然科学（13）と社会科学（13）の 26 分

野, 更にその下にオリジナルカテゴリを持ちます. 当初, 図書館員, 出版社, 著者, 情報管理・情報サービス系の担当者を

対象に, 雑誌の重要度（蔵書構築・購入・出版計画の指標）, 影響度を測るツールとして開発されました. 近年, 特に自然

科学分野で研究の新たな評価ツールとして, 引用の影響度を示す指標(ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰ)への注目が高くなっています. な

お, 本学では, 総合プラットフォーム:ISI Web of Knowledge より自然科学分野をオンライン契約にて, 情報提供しています. 

 

1. アクセス 

下記URL へアクセスすると 

  http://apps.isiknowledge.com/  

 

画面1 

が現れますので“Journal Citation Reports”をクリックします. 

 

もしくは市大医学情報センターHP の JCR（ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰ

検索）からもログイン可能.です. 

 

2. コンテンツ一覧 

・ Journal Citation Reports 2006 年版 (Science edition) 

・ Journal Citation Reports 2007 年版 (Science edition) 

 

3. データベースの構成  （トップ画面） 

 

 

           プルダウンから年代を選択する. 

画面2 

初めにJCRデータベースは, 1 年単位の構成のため見た

い年を選択します. 今年度は, 2006 と 2007 年の契約となり

ます. 次に, どのような形でデータを見たいか選択します

(Select a Option). オプションは, 上から順に“View a group 

of…”, “Search for specific…”, “View all Journals”のいずれ

かを選択します. “View a group of…”を選択した際, 更に

“Subject Category”,“Publisher”, “Country/ Territory”を選択

します. なお“Subject Category”は, JCR独自の分類で, 一

つのジャーナルが複数のカテゴリに属している場合があり

ます. 最後に ボタンをクリックします. 

 

4. 検索機能 （インパクトファクターを検索する） 

ここでは, New England Journal of Medicine を例に・・・ 

 

4.1. 全タイトルのプレビューから検索する方法 

全収録タイトルをインパクトファクターの高い順にソート. 

画面2から, 見たい年を選択し, 右側のSelect an optionの

3 つ目の“View all Journal”ボタンをチェックします. そして最

後に “SUBMIT”ボタンをクリックします.   

 

画面3 

 

①

② 

③

画面4 

この時, 略タイトルのアルファベッド順形式で表示されてい

ますので, このリストを, 更にインパクトファクター順にソー

トします. 画面 4 の①プルダウンメニューから“Impact 

Factor”を選択し, 隣の をクリックします. 

再表示された画面は, Impact Factor の高い順に並んでい

ます. ソート結果から検索対象の NEW ENGL J MED は, 

① ②

http://apps.isiknowledge.com/


4.3. 個別タイトルの表示から検索する方法 2007 年に全体の 2 位であることがわかります. 

個別ジャーナルの詳細情報を検索し, インパクトファクター

の算出方法, 経年の引用・被引用回数などを確認する. 

  

画面5 画面9 

 画面 8 から, リンクの張られているタイトル部分をクリック

すると, 個別ジャーナルの詳細画面に移ります. 詳細画面

では, 各種の分析と詳細情報を得ることができます. 

4.2. カテゴリ別の表示から検索する方法 

特定の分野を抽出し, その中でインパクトファクターの高い

順に一覧する. 

 

 

① ② 

③ 
③ ① ② 画面10 

 一例として, ①被引用データの経年変化の一覧, ②引用

データの経年変化の一覧, ③インパクトファクターの経年変

化, 算出方法（画面11）を図表で確認することができます. 

画面6 

画面 2 と同画面で, 見たい年を選択し, 右側の Select an 

option から 1 つ目の“View a group of…”ボタンをチェックし

ます. 最後に “SUBMIT”ボタンをクリックします. 

      

次の画面7 では, 上段のカテゴリで“MEDICINE, GENERAL 

& INTERNAL”を選択し, 下段のソート方法で“Impact 

Factor”を選択し, 最後に“SUBMIT”ボタンをクリックします. 

 

画面7 

ポイント！  

 ジャーナル・データのソート方法は, ソート結果の各項

目と対応しています. 各項目の説明は｢5. ｿｰﾄ･ﾌｨｰﾙﾄﾞと

その他の用語解説｣をご覧下さい. 

 

 

 

画面8 

検索結果から NEW ENGL J MED が, 2007 年の

“MEDICINE, GENERAL & INTERNAL”カテゴリで 1 位であ

ることがわかります. 

 

 

 

画面11 

 

5. ソート・フィールドとその他の用語解説 

ジャーナル・データとカテゴリ・データ一覧に使用するフィ

ールドの解説です. 

① Articles counts（論文総数）: 特定の 1 年間における原著論文

および総説論文の数. 

② Cited Half Line(被引用半減期): 引用された雑誌がその年

に受けた被引用総数を年度別に遡って, その累積百分比が

50％にあたる年にいたるまでを算出する. 
タイトル変遷の確認ボタン ③ Current Articles（論文数）: ある雑誌が 1 年間に掲載し

た論文数. 

④ Immediacy Index（最新文献指数）: ある特定雑誌において, そ

の年に掲載された論文が, いかに多く同年中に引用されてい

るかを示す指数 .この値が大きい雑誌はニュース性が高いと

言える. 

⑤ Impact Factor（文献引用影響率）: 1 年間にある雑誌に掲載

された論文が平均的にどれくらい, 頻繁に引用されているか

を示す尺度.  

⑥ Total Cites: 1年間にある雑誌に掲載された論文の被引

用 (他の文献に引用された)総数. 

お問合わせ先:    利用方法などのお問い合わせは下記まで 

横浜市立大学医学情報センター 

mlibrary@yokohama-cu.ac.jp Tel.045-787-2556  Fax.045-787-2560 

mailto:mlibrary@yokohama-cu.ac.jp

