
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します
例）[トピック]検索：lymphoma AND stem cell*

OR
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します
例）[トピック]検索：aspartame OR saccharine OR sweetener*

NOT
検索から特定の単語を含むレコードを除外し検索します
例）[トピック]検索：aids NOT healing

Web of Science 検索演算子早見表 2021年7月更新

論理演算子：AND, OR, NOT

ワイルドカード：アスタリスク（*）,疑問符（?）,ドル記号（$）

前方一致（語尾に使用） 内部一致（語中に使用） 後方一致（語頭に使用）

検索用語 検索結果 検索用語 検索結果 検索用語 検索結果

diseas*
disease
diseases

lap*roscop*
laparoscopic
laparoscopy

*valves bivalves

odo$r
odor
odour

（注意）タイトル検索とトピック検索では、ワイルドカードの前に少なくとも 3 文字入力する必要があります

• 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します
• 疑問符（?）: 単一文字を表します
• ドル記号（$）: ゼロまたは 1 つの文字を表します

近接演算子

フレーズ検索

ダブルクォーテーション（”“）を使い入力すると、正確なフレーズおよび語順どおりの検索
をします。（注意：ダブルクォーテーションで囲まないとAND検索）

例）[トピック]検索：“soil drainage“
結果：landscape heterogeneity is related to soil drainage class
(「drainage of soil」は検索されない)

NEAR/x

xで指定したワード数内にそれぞれの用語を含むレコードを検索します。/xのなしで検索
すると、それぞれ15ワード内の用語を検索します。
例）[トピック]検索：Beverage NEAR/5 bottle*
結果：In the water from beverage cartons and also from glass
bottles,…

SAME

[著者住所]検索で、論文フルレコードの住所に含まれる用語に検索を制限します。

例）[著者住所]検索：McGill Univ SAME Quebec SAME Canada
結果：MCGILL UNIV,DEPT EPIDEMIOL & HLTH,MONTREAL H3A 
2B4,QUEBEC,CANADA

広い検索 ⇒ 狭い検索

通常（carbon dioxide*）⇒ 近接（carbon NEAR/3 dioxide*） ⇒ フレーズ（”carbon dioxide*”）

検索演算子の優先順位

NEAR/x ⇒ SAME ⇒ NOT ⇒ AND ⇒ OR

※トピックとタイトル検索用語における（米国式表記と英国式表記の違いなどの）スペルのバリエーションは
自動的に検出されます。
この機能を無効にするには、検索用語をダブルクォーテーション（“”）で囲みます。（例：”colour”）

lymphoma stem cell*

aspartame saccharine

sweetener*

aids healing



検索項目と入力例
検索項目：Topic（トピック）
タイトル、抄録、著者キーワード、Keywords Plus を対象とした単語やフレーズを検索します。

凡例 検索用語 検索結果

完全に一致するフレーズを検索するには、ダブルクォー
テーション（””）を使用

“reduc* sodium”
reduced sodium
reducing sodium など

近接演算子「NEAR/x」を使用して、複数の検索用語
が順不問ながら同一分内にあるものを指定

reduc* NEAR/5 
sodium

reduced sodium, reducing sodium, 
reduction process through 
chemical conversion by sodium など

広く検索するために同義語（自然後、頭字語、専門
用語など）を演算子「OR」を繋げて検索

heart* OR coronar* 
OR cardio*

heart, hearts, coronary,  
cardiovascular など

符号を含む用語の検索にはスペースを使用 hydro power
hydro-power, hydro-electrical 
power, and hydro-mechanical 
power など

検索項目：Author（著者名）
著者名およびグループ著者名を検索します。著者名は、姓、スペース、イニシャルの順に入力します。フルネームは 2008 
年以降で検索可能です。

凡例 検索用語 検索結果

名前はジャーナルによってさまざまな表記方法があるため、
最初のイニシャル1文字目のあとにワイルドカード（* ま
たは ?）を使用

Johnson M*S*
Johnson MS, Johnson Melissa, 
Johnson Maria Q などの論文を検索

符号またはスペースを伴うと想定される名前には「OR」
で結んで入力

OBrien OR O Brien O‘Brien, Obrien などの論文を検索

姓と名の区別がつきにくい名前の場合は、バリエーション
を考慮して入力

yen sw OR shi wy Shi-Wa Yen の論文を検索

称号などは省かれる
元の表記：William 
Brumfitt, M.D., Ph.D.

Web of Scienceの表記：
BRUMFITT, W

検索項目：Publication Titles（出版物名）
ジャーナル名、書籍名、会議名などを検索します。ジャーナルのフルタイトルは、検索フィールドに入力すると候補が表示さ
れます。

凡例 検索用語 検索結果

複数のジャーナルは、ワイルドカード（* または ?）や
「OR」などの演算子を用途に合わせて組み合わせる

Cell Biology*
Cell Biology International, Cell 
Biology International Reports, Cell 
Biology Research Progress など

検索項目：Address（著者住所）
著者住所フィールドに索引された所属機関名、住所情報を検索します。Web of Scienceは全共著者の所属機関・住
所を収載しています。著者の所属機関名と地名から検索ができます。

凡例 検索用語 検索結果

同じ住所内、○○大学の△△学部などの検索をする
場合、「SAME」演算子を使用

Univ Calif SAME 
Santa Cruz SAME 
Dept Psychol

Univ Calif Santa Cruz, Dept Psychol, 
Santa Cruz, CA 95064 USA に所属す
る人の論文を検索

【カスタマーサービス】・・・ 操作方法や接続状況などのお問い合わせ先
メール： ts.support.jp@clarivate.com
電話（無料）：0800-170-5577（平日9:30-17:30）
【Web of Scienceサポート】・・・ 各種資料や音声ガイド
https://clarivate.jp/training/web-of-science/
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