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Abstract
It is said that "the impact factor" is a measure of the frequency with which the "average

article" of a journal has been cited in a particular year. The impact factor is calculated
based on the data of Science Citation Index ExpandedTM and Social Sciences Citation
Index®. The impact factor is one measure of citation analysis, now it affects selections of
journals and research evaluation.

However it was pointed out that the value of the impact factor in Journal Citation
Reports® was not consistent with the value calculated from Science Citation Index
ExpandedTM. We examined the data of "Solid State Physics: Advances in Research and
Applications" and the results showed that the impact factor consisted of correct citations
(40.6%), variations of citations (6.3%), misidentifications of citations (37.5%), citations
that were could not been found (12.5%), and citations that were unidentified (3.1%). It is
necessary to consider the impact factor holds variations, or so called "calculated risk".
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１．はじめに
引用は、学術情報の流通に不可欠な行為である。

その理由は様々であるが、一般的には「背景とな
る文献を示す」「先行研究を批評する」などとい
った、学術論文としての必要性があればこそ、行
われるものである。しかし、中には「先駆者に敬
意を表する」などといった、必然性の低い引用も
行われるばかりではなく、｢既存の研究の誤りを
指摘する｣などといった、否定的な引用も行われ
る１）。いずれにせよ、引用されるということは、

その文献が何らかの理由で注目されており、影響
力を持っていると言える。したがって、より多く
引用された論文が多数掲載されている学術雑誌
は、善かれ悪しかれ、より強い影響力を持つもの
と考えられる。さらに、学術雑誌間の引用、被引
用関係を分析することにより学術情報の流れを明
らかにしようとする試みが古くからなされてき
た。

しかしながら、引用文献分析は膨大な基礎デー
タを必要とすることや、単純に被引用回数を計算



するだけでは、規模や出版年の異なる学術雑誌を
比較できない、などといった課題が残されていた。
その中で、Garfield が Impact Factor（インパクト
ファクター、以下、IF と略す）を考案し、引用
文献分析ツールである Journal Citation Reports®

（以下 JCR と略す）を創刊したのは1975年のこと
である。IF は、「ある学術雑誌に掲載された論文
の平均被引用回数」（詳細は後述する）を算出し
たものであり、学術雑誌の影響力を数値として示
すものとされている。

引用索引であるScience Citation Index®（現在の
Science Citation Index ExpandedTM、以下 SCIE と略
す）のデータを用いて作成された JCR は、画期
的な引用分析ツールであり、現在もその有用性を
保っている。考案者である Garfield 自身が指摘し
ているように、誤った使われ方ではあるが、研究
評価等にも広く利用されてきた２）。

その一方で、JCR とはどのようなデータベース
なのか、IF とは何を意味するのか、よく理解さ
れないままに、IF の数値がひとり歩きをしてい
るとも言われている。実際に、編集者が IF 値の
引き上げを目的とした措置を試みることがあり、
論文の執筆者としても、できるだけ IF 値の高い
雑誌へ投稿しようとする傾向のあることが知られ
ている。

筆者は、以前から IF の特性や適切な利用法に
ついて言及してきた３, ４）。その過程で、SCIE と
JCR の数値が一致しない事例があることに気づ
き、事例調査をもとに、データベースの提供者で
あるトムソンサイエンティフィックへ問い合わ
せ、回答を得た。本稿では、調査の対象とした、
物性物理学の学術雑誌である『Solid State Physics:
Advances in Research and Applications』における引
用のバリエーションが IF 値に及ぼした影響につ
いて、事例報告を行う。

２．IF 値の算出方法
まず、IF 値の算出方法を確認しておきたい。IF

は、「ある学術雑誌に掲載された論文の平均被引
用回数」であると先に述べたが、厳密には次のよ
うに算出される。「前年と前々年に掲載されたす
べての記事が当年に引用された回数を、前年と
前々年に掲載された原著論文とレビュー論文の数
で割った数値」。例えば、雑誌 X の2004年の IF
値の計算方法は、図１のとおりである。

このように記載すると、分子と分母では、対象
となる記事の種類が異なることがわかる。「すべ
ての記事の被引用数」を「原著論文とレビュー論
文の数」で割っていることから、IF の実像を理
解する上では、「論文の平均被引用回数」という
説明では十分とはいえない。これは、分子にあた
る「被引用数」を得る際に、論文単位ではなく雑
誌名による集計を行っており、記事の種別を区別
できないことに起因する。

しかしながら、過去２年間の被引用回数を論文
数で割るという手法をとることによって、掲載後
の経過年数や、論文数による雑誌の大きさ、とい
った問題が解決された。雑誌ごとの影響力を、あ
る程度平均化して算出することが可能となったの
である。

なお、JCR では Journal Immediacy Index という
指標も提供されているが、これは、IF が過去２
年分の論文に対する被引用数を扱うのに対して、
当年度分の論文に対する被引用数を扱うものであ
る。いわば、短期間のデータを扱う IF といえる。

このような IF の特性を踏まえて、実際的な問
題に言及したい。

３．引用のバリエーションがIF値に与える影響：
『Solid State Physics: Advances in Research
and Applications』の事例

JCR の IF 値と、SCIE から入手したデータを基
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図１　インパクトファクターの算出方法



に再計算した IF 値が必ずしも一致しないことは、
既に Moed５）が指摘している。JCR は SCIE のデ
ータを基に作成されているにもかかわらず、なぜ
不一致が生じるのだろうか。

SCIE では、特定の論文がどの論文から引用さ
れているのか、明示されている。ここでは、被引
用論文が確実に同定される引用のみを扱ってい
る。それに対して、JCR では論文単位ではなく雑
誌ごとにデータを集計することにより、被引用論
文が同定されないものも含んでいる。そのために、
SCIE から再計算した IF 値は、JCR と比較して低
いものとなる。

引用の作法は学術雑誌や出版社によって指定さ
れており、統一されているわけではない。誤って
引用されていたり、Reference 表記が異なってい
たりすることもある。誤った引用は「引用間違い」
であるが、同じ引用に対して複数の表現が存在す
る場合、必ずしも間違いとはいえず、「引用のバ
リエーション（Cited Reference Variations）」と呼
ばれる。頁数、巻号や著者名、論題を誤って表記
した場合や、略記が様々で同定し難い場合がこれ
に相当する注）。

学術雑誌には引用のバリエーションが多く見ら
れることから、IF 値に及ぼしている影響の程度
を知るために、検証を行った。検証の方法は、
SCIE で特定の学術雑誌に掲載された論文をすべ
て検索し、それらの被引用数およびその内訳を調
査し、JCR から得たデータと比較することとした。

対象とした学術雑誌は、物性物理学分野のレビ
ュー誌『Solid State Physics: Advances in Research
and Applications』（以下、SSP と略す）である。
SSP を選択した理由は、物性物理学の分野で一定
の評価を受けていること、年間に掲載される論文
数が少数であるため検証が比較的容易であるこ
と、IF 値が高い（JCR2004 Science edition によ
ると16.000）こと、である。調査は2005年９月か
ら11月に行われ、その時点では最新であった2004

年版の JCR を対象とした。

3. 1 JCR と SCIE における数値の比較（1998-
2004）

引用のバリエーションについて調査を行う前
に、1998-2004年に SSP に掲載された論文につい
て、JCR と SCIE における論文数、引用文献数、

被引用数、Journal Immediacy Index、IF 値を調査
し、その数値を比較した。この数値が一致した場
合は、引用のバリエーションによる齟齬は生じて
いないと判断される。一致しない場合は、その差
分だけ、引用のバリエーションその他の理由によ
る食い違いが生じていると推測される。

この期間に掲載された記事は、25本である。そ
のうち24本はドキュメントタイプ“Review”とし
て、SCIE に収録されている。残りの１本は、
1999年（vol.53）に掲載された「1955-1999年の索
引」であり、論文ではない。SCIE には収録され
ておらず、被引用文献のデータベースである
Cited reference search で検索してもヒットしなか
った。

表１は、SCIE を検索して、個々の論文の被引
用回数を調べた結果であり、これをもとにして表
３を作成した。また、JCR 2000から2004までをも
とに、表２を作成した。

表２と表３を比較すると、論文数はすべて一致
しているが、2002年の引用文献数と、2000-2004
年の被引用回数が一致していないことがわかる。
また、JCR の IF 値は、SCIE から再計算した IF
値よりも全体的に高い数値を示している。これは、
JCRでは、SCIE に反映されない引用のバリエー
ションも含まれていることによる。

例えば、JCR 2003の Journal Immediacy Index で
は、2003年の論文数の欄が空白であるにもかかわ
らず、被引用数は２とされている。これは、SSP
の論文を引用する際に、発行年を誤って2003年と
記載した論文があり、それを被引用回数のうちに
数えたことによると考えられる。実際には、SSP
は2003年に出版されていないので、論文数が空欄
であるのは正しい。また、表２と表３において、
2002年以外の引用文献数が一致するため、チェッ
クした論文は JCR と同様の論文であると考えら
れる。

3. 2 引用のバリエーションによる影響
前項では、SCIE で検索した結果と JCR の数値

とが一致しなかったと述べた。では、一致しない
部分には、何が含まれているのだろうか。JCR
2004、すなわち2004年の IF 値について、詳しく
調査した。

2004年の IF 値について検証するためには、
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2002-2003年に SSP に掲載された論文が2004年に
どのように引用されたのかを調べる必要がある。
JCR 2004において SSP を検索し、被引用文献の
調査ツールである Cited Journal を用いて、「2002-
2003年に発行された SSP に掲載された論文」を
引用した論文を検索した。ただし2003年には SSP
が発行されなかったため、実質的には2002年に掲
載された次にあげる２本のレビュー論文が調査の
対象である。

(1) Vekilov,PG., Chernov,AA. The physics of protein
crystallization. Solid State Physics: Advances in
Research and Applications. vol.57, 2002, p.1-147.
(2) Runge,E. Excitons in semiconductor nanostructures.
Solid State Physics: Advances in Research and

Applications. vol.57, 2002, p.149-305.

これらの論文を引用した論文のうち、SCIE で
確認された引用（バリエーションではないことが
確実な引用）を除くと、バリエーションとして調
査する対象が得られた（表４）。なお、19件のう
ち１件は ALL OTHERS に含まれており雑誌が特
定できず、詳細を確認できなかったため、調査す
るべき対象は18件とした。

この18件の調査対象について、SSP を引用した
論文の References が実際、どのように記載されて
いるのか、調べた。これにより、バリエーション
ではなく、別の資料と推測される引用が12件、含
まれていることがわかった。
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表２　Journal Citation Reports® による『Solid State Physics: Advances in Research and
Applications』のインパクトファクター値：2000-2004年

表３　Science Citation Index ExpandedTMから集計した『Solid State Physics: Advances in
Research and Applications』のインパクトファクター値：2000-2004年



表７は、表５、表６から、SSP に掲載された２
点の論文について、項目別に集計したものである。
これにより、SCIE で確認された被引用数は13回
であり、バリエーションと考えられるものを含め
ると15回である。その場合の IF は7.5である。詳
細が不明な５回を含めても20回、IF は10.0と、
JCR 2004の16.0よりも低い数値を示す。

また、特に別の資料と考えられるものの内訳を
表８としてまとめた。

JCR 2004において、SSP の IF 値は16.0である。
しかし、SCIE で確認された被引用回数に限ると
IF 値は6.5であり、引用のバリエーションを含め
ても7.5である。詳細が確認できなかった被引用
回数を追加しても10.0である。この差がどれくら
い大きいかというと、JCR 2004 Science ed. におい

て、IF 値16.0ならば39位、10.0ならば94位、7.5な
らば155位、6.5ならば188位である。ただし、JCR
2004 Science ed. の収録対象誌は5,969誌であるこ
とから、いずれにせよ上位であることに変わりは
ない。

3. 3 トムソンサイエンティフィックへの質問と
回答

今日では、JCR で提供されるデータ、特に IF
値は、購入雑誌の選定や研究評価等に影響を及ぼ
している。このことからも、事情をよりよく理解
するためには提供者の意向を知ることが必要であ
ると考え、引用のバリエーションによる影響につ
いて、トムソンサイエンティフィックのトレーニ
ング＆テクニカルサポートへ問い合わせた。質問
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表４　『Solid State Physics: Advances in Research and Applications』の被引用回数：
Journal Citation Reports®とScience Citation Index ExpandedTMの比較
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の内容は、引用のバリエーションが JCR で提供
されている数値に影響を与えていることに関する
トムソンサイエンティフィックの見解を確認する
ものであった。2005年９月に最初の電子メールを
送信し、その後、数回に渡る質疑応答が展開され
た。

質問と回答を要約して次に示す。一部は返信さ
れた回答をそのまま引き写し、残りは筆者が補記
したものである。

質問：
・本件のように引用間違い等が含まれている事例

について、ご意見を伺いたい。また、JCR の修
正が行われる可能性はあるのか。

回答：
・JCR のデータ作成のために抽出される引用情報

は、タイトル20文字までと出版年に限定されて
いる。大量のデータをある程度効率的に処理す
るためにこのような方法をとっており、同じタ
イトルの別の出版物があった場合、引用を区別

することができない。
・このことに起因する引用データの齟齬について

は、修正を行わない。引用データの抽出は製品
の仕様に基づいて得られた結果であり、現行の
JCR の編集方法では、どうしても避けることが
できないものであるため。

・SCIE のデータは、基本的に著者がその
Reference 欄に記載した情報に基づいており、
著者からの訂正依頼があればデータベースを修
正する。

確かに、JCR は膨大なデータを処理して作成さ
れるものであり、引用のバリエーションを完全に
除去することは困難であろう。これらの問題は、
JCR の特性ともいうべきものであり、引用文献分
析ツールとしての JCR の有用性を損なうもので
はない。

４．まとめ
本稿において、物性物理学分野のレビュー誌で
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表８　別の資料と考えられるものの内訳

表７ 『Solid State Physics: Advances in Research and Applications』に掲載された論文
（2002-2003）の2004年の被引用回数とその内訳
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ある SSP を事例として、引用のバリエーション
が IF に与える影響について示した。

IF の算出には膨大なデータが必要とされるこ
とから、引用の内容を確認して検証することは、
困難である。今回、検証を行った SSP は、2002-
2003年の論文数が２件であるが、これは例外的に
論文数の少ない学術雑誌である。比較のために、
2002年、2003年に同じ物理学分野の学術雑誌であ
る『Physical Review B』と、総合科学誌である

『Nature』に掲載された Articles（原著論文）およ
び Reviews（レビュー論文）の件数を表９に示し
た。

IF を算出するには、２年分のすべての記事の
被引用状況を調査する必要があることから、論文
数が数百、数千を数える学術雑誌では、かなりの
時間と労力を費やさねば検証することができず、
現実的とは言い難い。このことからも、IF 値に
含まれている引用間違いやバリエーションを完全
に取り除くことの難しさに思い至るだろう。

一方で、引用文献分析ツールとしての SCIE や
JCR は有用なものである。引用間違いや引用のバ
リエーションといった、除去することの困難であ
る、いわば「計算済みのリスク」が計上されてい
ることを理解した上での活用が期待される。

謝辞
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注

引用文献リストの正確さについては、様々なデータ
が存在する。

医学系の学術雑誌に関しては、山崎がレビューを行
っている。誤りが含まれている割合は雑誌によって
様々であることが指摘されており、8%と少ないものか
ら、46%に達する事例も紹介されている６）。

また、主に物理学分野における学術雑誌の事例とし
ては、“５ないし10%には誤りがある”７）との指摘もあ
る。
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