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本日の内容

 ジャーナル出版の流れ / なぜ論文を書くのか?

 科学英語論文に求められること

: 先行研究の調査 （Scopusを例に）

: 適切なジャーナルの選択 （Scopusを例に）

 論文の構造
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ジャーナル出版の流れ / なぜ論文を書くのか?



ジャーナル出版の流れ

投稿

査読コメント

図書館/OA
著者

査読者

エディター
読者 出版

校正

タイプセッター/ 印刷会社

出版社
受理論文

Authors write
Reviewers comment
Editors decide
Readers read
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なぜ論文を書くのか?

科学コミュニティの観点から

 新規性のもの、進展のあったもの
を研究者間あるいは、科学コミュ
ニティ内において、共有するため

 ジャーナルは学術コミュニケー
ションの基盤

 新しい研究は、それまでの研究の
関連情報の上に成り立っている
[ 巨人の肩の上に立つ（Stand on 

the shoulders of giants）]

研究者個人の観点から
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1. 正しい英語
• 正しい英語を使用しなければ、エディターや査読者が著者の意図を

理解できません

• 不適切な英語は、論文のリジェクトにつながります

2. 説得力のある原稿

• メッセージが明確・有用で、関心をそそる

• 査読者とエディターが容易に意味を把握できる (読み手の立場に立つ)

3. クォリティが担保された原稿

• 先行研究を把握し、ジャーナルのAims and Scopeに適した内容

• 研究倫理・出版倫理を順守した論文
(倫理違反は論文撤回につながります。)

科学英語論文に求められること 6



科学英語論文に求められること
- 先行研究の調査（Scopusを例に）



先行研究の調査
 重要性

• 関心のある分野で、何が解決済みで何が未解決なのかを把握する
• 解決済みの研究を繰り返すことを避ける
• 新しい研究テーマを見つけるヒントにできる
• 研究テーマが科学の流れの中でどのような位置にあるのかを理解する
• エディターや査読者に、その分野の過去の研究について十分な知識を
持っていることを示すことができる

 調査方法
• 文献データベース
• 論文の参考文献
• 最新巻号の確認

図書館のデータベース
を活用してみましょう。
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Scopusを活用した先行研究の調査
: 明確な主旨と論理展開を支える情報収集

9

1. 検索するデータベースの選択 2.研究トレンドのチェック

3. (自身の研究分野における)
重要な文献のチェック

明確な主旨と
論理展開



 Scopus収録タイトルは査読誌。
 Scopus収録タイトル情報はHP上で公開。

世界最大級の抄録・引用文献データベース
世界5,000社以上の出版社の24,000誌以上のジャーナル

Scopusを使った先行研究の調査
1. 検索するデータベースの選択
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Scopusを使った先行研究の調査
1. 検索するデータベースの選択(PubMed等抄録DBとの比較)

ジャーナル
タイトル

電子ジャーナルリ
スト、OPAC

抄録DB 抄録・引用文献DB フルテキストDB

雑誌が存在する
か知る

論文が何について
書いているか知る

論文が何(誰)を
引用しているか、
何(誰)に引用さ
れているか知る

論文本文を読む、
本文を検索する

項目

対応DB/
システム

使用目的

本文

参考文献

抄録

キーワード

論文タイトル

書誌情報

具体例

被引用数に
基づいた、
論文の重み
づけ、並べ
替えが可能

世界の7,000社
以上の出版社

出版社ごとの
データベース

論文タイトル

書誌情報

抄録

キーワード

論文タイトル

書誌情報

抄録

キーワード

参考文献参考文献
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Scopusを使った先行研究の調査 1. 検索するデータベースの選択
Scopusは世界最大規模の収録範囲 全分野・各種資料タイプを網羅
• 全分野、複数のコンテンツタイプを網羅
• グローバルなコンテンツ収集方針

− 105か国の7,000以上の出版社、40の本文言語、
日本国内のタイトルは375誌

• 8,100万レコード
• 毎日更新
• プレプリント（2017年以降のarXiv、bioRxiv、ChemRxiv、medRxiv）の

収録を開始
− 著者プロファイルページの表示のみ、検索結果には含まれない

人文・社会科学
10,325

ライフサイエンス
4,862

ジャーナル

ヘルスサイエンス
7,168

化学・物理・工学
8,325

査読誌 24,610
業界誌 292

- Open Access誌
（DOAJ/ROAD） 6,319
- Articles in Press対応誌 8,662
- MEDLINEを100%網羅

- 抄録 1800年代～
- 参考文献 1970年～
- 助成金情報

イベント数 132,000
- 論文数 1,047万

工学、数学、物理、コン
ピュータ科学を中心に収録

ブックシリーズ 849
- チャプター数 190万

単行本・百科事典 256,000
- チャプター数 209万

全分野を収録、
社会科学と人文科学に焦点

ブック会議録

• ジャーナルは複数の分野に分類されていることがあるため、分野別のタイトル数の合計はジャーナルのタイトル総数よりも多くなります。
• ジャーナル、ブックシリーズのタイトル数はアクティブタイトルのみです。
• 数字の出典: ジャーナルおよびブックシリーズはジャーナルタイトルリスト2020.10、その他はScopus.com 2020.2
• Scopus収録コンテンツの詳細: https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content
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世界最大級の抄録・引用データベース
Scopusへのログイン (https://library.doshisha.ac.jp/)
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または、学内ネットワークから www.scopus.com



Scopusを活用した先行研究の調査
: 明確な主旨と論理展開を支える情報収集
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1. 検索するデータベースの選択 2.研究トレンドのチェック

3. (自身の研究分野における)
重要な文献のチェック

明確な主旨と
論理展開



Scopusを活用した先行研究の調査
2. 研究トレンドの確認
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Scopusを使って、
> 研究のトレンドチェックとして、

経年の出版文献数変化・所属機関別出版数・助成金機関別情報等の把握

手順例 (“rare metal(レアメタル)”をキーワード例に)
: Scopusトップページから。
: [文献検索]を選択、キーワードを入力し[検索]。



Scopusを活用した先行研究の調査
2. 研究トレンドの確認 (検索結果のページから)
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検索結果からのページから、[検索結果の分析]をクリックすると、
[出版タイトル別・出版年別の文献数]・[著者所属機関別の文献数]・
[地域・国別文献数]分析情報をグラフで確認できます。



• [検索結果の分析]表示例

著者リスト

タイトル別文献数
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出版文献数推移

Scopusを活用した先行研究の調査
2. 研究トレンドの確認 (検索結果のページから)

助成機関別文献数



それでは

実際のScopus画面を確認してみましょう。

: 文献検索 -> 検索結果の分析



Scopusを活用した先行研究の調査
: 明確な主旨と論理展開を支える情報収集
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1. 検索するデータベースの選択 2.研究トレンドのチェック

3. (自身の研究分野における)
重要な文献のチェック

明確な主旨と
論理展開



Scopusを活用した先行研究の調査
3. 自身の研究分野における重要な論文のチェック – 論文のインパクト

対象論文

参考文献
--------------------
--------------------
--------------------

参考文献
--------------
--------------
-------------- 参考文献

--------------
--------------
-------------- 参考文献

--------------
--------------
---------------

【未来】
対象論文を引用している文献
対象論文以降に発行された論文参考文献

--------------
--------------
-------------- 参考文献

--------------
--------------
--------------

参考文献
--------------
--------------
--------------

【過去】
対象論文が引用している参考文献
対象論文以前に発行された論文

被引用数

一般に、
引用される回数が多い論文が
インパクトの高い重要な論文

であるとみなされます
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3. 自身の研究分野における重要な論文のチェック
- 被引用数を評価する際の注意点

論文の被引用数の平均は、分野、出版年、文献タイプによって異なります
分野別

2016-2020の文献の分野別の平均被引用数（全文献タイプ） 2016-2020の文献の出版年別・文献タイプ別の平均被引用数

データソース: SciVal （Scopusデータ 2021.6.8）

出版年別・文献タイプ別
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3. 自身の研究分野における重要な論文のチェック
- 被引用数を評価する際の注意点

論文の被引用数の平均は、分野、出版年、文献タイプによって異なります
分野別

データソース: SciVal （Scopusデータ 2021.6.8）

対象論文

参考文献
--------------------
--------------------
--------------------

被引用数 : 11

仮に
Chemistryの分野で出版であれ
ば、平均的な引用回数。

Arts and Humanitiesの分野の
出版であれば、平均の5.5倍の
多い引用。
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Scopusを活用した先行研究の調査
3. 自身の研究分野における重要な論文のチェック – 論文評価指標

論文指標1. Field-Weighted Citation Impact (FWCI)

: 類似の論文（同じ分野、出版年、文献タイプ）と比較してどの程度引用されたか
を示す。

平均値: 1を上回る論文は、平均よりも多く引用されている。

論文指標2.被引用ベンチマーキング

: 類似の論文（同じ分野、出版時期、文献タイプ）の集合におけるランクを示す。
99パーセンタイルはトップレベルの論文で、世界の上位1％に入っている。
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Scopusを活用した先行研究の調査
3. 自身の研究分野における重要な論文のチェック – 検索結果並び替え

②被引用数をクリックすると、
その論文を引用している
文献リストを表示

①被引用数が多い順に並べ替え
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Scopusを活用した先行研究の調査
3. 自身の研究分野における重要な論文のチェック – 論文評価指標確認

25

被引用数 : 1,237
世界平均の23.06倍のインパクト、トップ1%論文



それでは

実際のScopus画面を確認してみましょう。

: 検索結果 -> 被引用数の多い順の並び替え
-> FWCI/被引用ベンチマーキング



科学英語論文に求められること
-適切なジャーナルの選択（Scopusを例に）



1. 正しい英語
• 正しい英語を使用しなければ、エディターや査読者が著者の意図を

理解できません

• 不適切な英語は、論文のリジェクトにつながります

2. 説得力のある原稿

• メッセージが明確・有用で、関心をそそる

• 査読者とエディターが容易に意味を把握できる (読み手の立場に立つ)

3. クォリティが担保された原稿

• 先行研究を把握し、ジャーナルのAims and Scopeに適した内容

• 研究倫理・出版倫理を順守した論文
(倫理違反は論文撤回につながります。)

科学英語論文に求められること 28



適切なジャーナルを選ぶ
ターゲットとする読者(科学者)に読んでもらえることが重要

 先生や、先輩、同僚に相談を

 候補となるジャーナルのホームページをチェック
 Aims and Scopeの確認
 出版までの期間はどれくらいか?
 現在人気のあるトピック
 読者層
 論文のタイプ
 引用のされやすさ （CiteScore、Impact Factor）

 自分の論文の参考文献

同時に複数のジャーナルに原稿を投稿しないこと!
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Aims and Scope

ジャーナル評価指標
- CiteScore
- Impact Factor
- SNIP
- SJR

最も読まれた論文
最近の論文
最も引用された論文
オープンアクセス論文

読者/著者の国

ジャーナル評価指標

出版スピード

適切なジャーナルを選ぶ
ジャーナルホームページの確認
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出版までの期間はどれくらいか?

Received 30 March 2021, 
Accepted 27, April 2021 

Available online 13 May, 2021
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https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2021.04.117



原稿のタイプ
 フルペーパー／原著論文

 完了した研究の結果を発表する標準的な方法

 レター

 重要な新しい結果を早く、簡潔に伝える手段

 フルペーパーより大幅に短い

 カンファレンス・ペーパー

 国際会議等での発表された内容
(分野によってはフルペーパーと同じ位置づけ)

 レビュー

 研究トピックに関する最近の進展のまとめ

 通常、ジャーナルのエディターが依頼
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ジャーナル評価指標について

 主な指標としては、CiteScore/ImpactFactor/SNIP/SJR
 あるジャーナルに出版された論文が特定の年に平均で何回引用されたかを示す

CiteScore 参考: Impact Factor

開発元 Elsevier Clarivate Analytics (旧 Thomson Reuters IP & 
Science)

データ Scopus Web of Science

対象期間 4年 2年 / 5年

対象文献 A ... 4年間に出版されたArticle、Review、
Conference Paper, Book Chapter、Data Paperが引
用された回数
B ... 4年間に出版されたArticle、Review、
Conference Paper, Book Chapter、Data Paperの文
献数

A ≠ B
A = 全文献
B = Citable Items (Articles & Reviews)
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※ 特定の論文の被引用数ではありません!

2019 2020201820172016



CiteScore、Impact Factorを使用する際の注意点
 特定の論文の被引用数ではない

• 個々の論文や研究者の評価に使用することは適さない

 異なる分野の値を比較することはできない

 異なる論文タイプの値を比較することはできない
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Scopusを使ったジャーナルの検索・分析① Scopus収録誌の検索とブラウズ
35

各タイトルのCiteScore、SJR、SNIPを確認
SJR （SCImago Journal Rank）
引用元のジャーナルの評判によって引用に重み付けす
ることにより、分野間の比較を可能にした指標
SNIP （Source Normalized Impact per Paper）
分野による引用のされやすさを考慮して被引用率を補
正することにより、分野間の比較を可能にした指標

[オープンアクセス・ジャーナル]
[文献数]
[引用数]
[当該分野のトップ10％]
[収録誌のタイプ]
から絞り込みが可能。

分野
タイトル名
出版社
ISSNから指定して検索可能

収録誌の検索



Scopus収載ジャーナルの検索・分析②収録誌詳細

CiteScore 2020

文献数、被引用数

CiteScoreTracker 2021
2021年の速報値（毎月更新）
→ 2022年夏にCiteScore 2021として固定

36

3種類のジャーナル評価指標



Scopus収載ジャーナルの検索・分析③ CiteScoreのランクとトレンド

CiteScoreとベンチマーキングの
トレンド

ジャーナルが複数の分野に分類されている場合は、
各分野のランクを確認できる
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論文の構造



論文の一般的な構造

 Title（タイトル）
 Abstract（抄録）
 Keywords（キーワード）

本文（IMRAD）
 Introduction（序文）
 Methods（方法）
 Results（結果）

And 
 Discussions（考察）

 Conclusion（結論）
 Acknowledgements（謝辞）
 References（参考文献）
 Supplementary Material（補足資料）

原稿はできる限り簡潔に!
それぞれに明確な役割があります

検索されやすさを意識しましょう
（情報豊か、魅力的、効果的）
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投稿規定を読む
 投稿規定（Guide for Authors）は、Elsevier.comの各ジャーナルの

ホームページに公開されています。

 初稿の時点から投稿規定に従ってください（テキストのレイアウト、語数、
IMRAD、学術用語、図表、参考文献など）。最終的に、そのほうが自分にとっ
てもエディターにとっても時間の節約になります。

 エディターと査読者は、下手な原稿に時間を費やすことを嫌います。
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論文を執筆する順番

多くのエディターは以下の順番で論文を書くことを推奨しています

41



Results（結果）
何を発見したか

 明確に理解しやすく説明する

構造化する(小見出しを付ける)

 必ず以下を記載する

 主な発見

 すべての発見ではない（それほど重要でないデータは、Supplementary 
dataのセクションを追加）

 Methodsのセクションに記載された実験からの発見

 過去の論文と異なる発見や予想外の発見を強調

 統計分析の結果
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Results（結果） － 図表

 図表は結果を提示する最も効率的な方法

 キャプションはそれだけで意味が
通じるように詳細に書く

 本文中の説明または他の図表で
示した結果を重複させない

 無駄な色遣いをしない

 表の方がわかりやすい場合もある

 罫線もシンプルに

Depth Gravel Sand Mud

5 m 3,42% 81.41% 15,17%

50 m 2,5% 58.42% 39.08%

100 m 0,0% 32.5% 67.5%

Water depth (m)      Gravel (%)      Sand (%)      Mud (%)

5 3.4 81.4          15.2

50 2.5 58.4          39.1
100 0 32.5      67.5
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Methods（方法）
どのように問題を研究したか

 読者が実験を再現できるよう詳細な情報を含める

 過去に発表した手続きを書かない

 使用した装置や材料を明確にする

 人体や動物での実験は、該当の倫理基準に従う必要があります

・・・ 例えば、ヘルシンキ宣言の最新バージョン、
および／または該当の（学内、国内、国際）動物実験ガイドライン
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Discussion（考察）
結果が何を意味するのか

 序文で記述した課題に関連付ける

 考察は結果に対応させる

 すでに発表されている結果と自分の結果を比較

 考察が論理的に結論に結びつくこと

 限界があれば説明する

結果で裏付けられる範囲を超えた主張はしない
論文で定義または言及されていない新しい用語やアイデアを持ち込まない
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Introduction（序文）

研究の重要性について読者を説得する

 研究課題を簡潔に書く

 レビュー論文を含むいくつかの重要な論文を引用

 以下を明確に記述する

何が問題なのか?

既存の解決策はあるか?

どの解決策が最良か?

最大の限界は何か?

何を達成したいか?

 投稿するジャーナルの性質に合わせる
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Conclusion（結論）

研究がその分野の知識レベルをどのように高めるか

• 研究の影響力を明確に書く

• 当該分野における自分の論文の正当性を証明する

• 将来の実験を示唆する
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Title（タイトル）
効果的なタイトルを心がける

 読者の注意を引く
 可能な限り短い
 原稿の内容を適切に表現している
 情報豊かで、なおかつ簡潔
 問題を特定している
 特定の人にしかわからないjargonsや略語を含まない

タイトルが適切でないと、ターゲットとする読者に読んでもらえません

オリジナルのタイトル 改訂したタイトル コメント
Preliminary observations on the 
effect of Zn element on 
anticorrosion of zinc plating layer

Effect of Zn on anticorrosion 
of zinc plating layer

⾧いタイトルは、読者の気を散らします。
「～に関する観察」、「～の性質」など、
冗⾧的な言葉は省きましょう

Action of antibiotics on bacteria Inhibition of growth of 
mycobacterium tuberculosis 
by streptomycin

タイトルは具体的であるべきです。
「この情報をどうやって検索するだろう?」
と自問してください
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Abstract（抄録）

抄録・索引サービスに利用
 論文の宣伝文です。単独の読み物として成立し、興味深く、

理解しやすいように書きましょう。
 正確かつ具体的に!
 できるだけ短く!
 わかりやすい抄録は、その後、論文が読まれるかどうかに

大きな影響を与えます。
 Graphical Abstract も活用しましょう

最後に書く。本文で書かれていること以外は書かないこと
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Keywords（キーワード）

抄録・索引サービスに利用

 原稿のラベルのようなもの

 略語は、確立されたもののみ使用可（DNAなど）

 投稿規定を確認する

 一般的すぎる語、特殊すぎる語は避ける

論文のタイトル キーワード
“Silo music and silo quake: 
granular flow-induced vibration”

Silo music, Silo quake, stick-slip 
flow, resonance, creep, granular 
discharge

“An experimental study on 
evacuated tube solar collector 
using supercritical CO2”

Solar collector; Supercritical 
CO2; Solar energy; Solar 
thermal utilization 
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Acknowledgement（謝辞）

研究を手助けしてくれた人たちを認める

 アドバイザー / 資金提供者 / 英文校正者 など

References（参考文献）

研究の基礎となった主な文献を挙げる
 参考文献として挙げた資料は、抜粋や孤立した文章を

読むだけでなく十分に理解する
 過度な自己引用は避ける
 ジャーナル名の省略形、など
 投稿規定に指定されたスタイルに厳密に従う

Mendeley などの文
献管理ツールを使う
と便利です
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Cover Letter（カバーレター）

エディターに直接意志を伝えるチャンス

 原稿と一緒に提出

 ジャーナルにとって、あなたの原稿が特別である理由を述べる

 特別なニーズを挙げる
−査読者の推薦／拒否
−Conflict of interest（利益相反）

著者全員からの承認

研究の重要性の説明

査読者の推薦
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論文執筆編の最後に

 投稿規程は細部まで確認する

 投稿するジャーナルの最新論文は最高のお手本

 先輩、出版社、英文校正サービス等を積極的に利用する

 エディターには自分の意見を臆さず伝える

 あきらめない、リジェクトから学ぶことは多い

https://researcheracademy.elsevier.com/
• 研究準備、原稿執筆、論文投稿、査読プロセス、

インパクトの項目にまとめて、関連する50以上の
モジュールを用意しています

• 無料で、オンラインで受講可能です
• 受講者には、受講証を発行します

エルゼビア ご紹介

53


