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「⾃分の論⽂を広く読んでもらうためには」
論⽂のインパクトを⾼めるためのヒント
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今⽇の内容

論⽂のインパクトを向上させるヒントとは、
論⽂を書く時の準備、そして論⽂が出版されたあと著者
⾃⾝によるセルフプロモーションです。
そして、それをモニターするための⽅法を皆さんと
共有したいと思います。
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学術出版の現状
Scientific, technical and medical (STM) publishing

2,000 STM 
publishers

1.4 million+
peer-reviewed

articles

20,000+
peer-reviewed

journals
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ジャーナルの出版サイクル
Submissions

Peer Review

Edit and
prepare

Archive and
promote use

Publish

Production
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5https://www.openscholar.org.uk/our-mission/
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ジャーナルの出版サイクル

Submissions

Peer Review

Edit and
prepare

Archive and
promote use

Publish

Production
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オンライン・プラットフォーム

出版論⽂はScienceDirect で公開されます。
世界最⼤のフルテキストデータベースである
ScienceDirect には毎⽉180 カ国から
延べ2,500 万⼈の研究者が
アクセスをしています。
2,800 誌以上のジャーナルと
39,000 の電⼦書籍が
搭載されています。

16 million articles

2,800 journals

39,000 e-books

250 fully Open 
Access Publications

25 million researchers 
each month, from 
180 countries

330,000+ topic pages

Depth and reach 
of Science Direct
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Base: users R12M n=5,220
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認知度

15%

13%

10%
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8%

Access to broad topics

Access to papers

High quality content

Easy to use

Relevant content

他社に⽐べてよいとする理由

ScienceDirect ―研究者向けの最⾼のプラットフォーム

ScienceDirectでは
年間13.6億件のフルテキスト
論⽂がダウンロード
されています（毎秒43件）
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• 論⽂投稿
• 投稿規定
• 関連論⽂情報
• ジャーナル指標
• 編集委員
• アラートの設定
• 論⽂検索

• 論⽂投稿
• 投稿規定
• 関連論⽂情報
• ジャーナル指標
• 編集委員
• アラートの設定
• 論⽂検索

ScienceDirect
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アラート設定

ScienceDirect
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ジャーナル・ホームページ
• 編集委員の情報

• 投稿査読システム、ScienceDirectリンク

• カスタマイズ可能なコンテンツ

 最も引⽤されている論⽂

 最新論⽂

• ジャーナルレベルのメトリクス

• データベース収録情報

 ジャーナル・インサイト

 ダウンロードの地域的な分布

 著者の地域的な分布

 受理率などジャーナル・データ表⽰
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世界は仲間と
ライバルで溢れている
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⾃分の研究が注⽬されている?

発表論⽂数の増加により
多くの⽂献についていくのが⼤変︕︕

7 hrs/week 

週に7時間を⽂献の検索
と読解に費やしています
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⾃分の研究が注⽬されるためには…

検索エンジン対策

• SEO

論⽂の公開

• 研究者向けSNSの活⽤
• Share Link

インパクトの把握

• ソーシャルインパクト
を把握
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検索エンジン対策

 Search Engine Optimization

• 論⽂を書く
 Abstractは重要

 研究データの共有
https://www.elsevier.com/authors/tools-and-

resources/research-data
 論⽂の内容を素早く理解する、図が明確で、要点が効果的

 明瞭で適切な英語で書かれている原稿
JOBでは投稿時に英⽂校閲証明書が必須です
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SEO「Search Engine Optimization」

Search Engine Optimization(SEO)は⽇本語にすると「検索エンジン最
適化」

Googleなどの検索エンジンに理解しやすいように最適化すること、⾃分が
伝えたい情報を利⽤者にきちんと届けられるように検索エンジンが理解しや
すいように最適化することです。

論⽂を書くときにSEOに配慮して、ちょっとした⼯夫を⾏うことで、掲載後
の論⽂がGoogleやGoogle Scholarなどの検索で上位にヒットし、アクセス
増加の可能性が⾼まります。
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SEO

SEOに配慮したタイトルを
付ける
論⽂のタイトルは、内容を具体
的に表現し、またその主題に関
するKeywordを含むことが必須
です。

AbstractにKeywordをう
まく配置する
論⽂に関するKeyword/Key 
phase適切に選ぶ。該当論⽂
を検索する場合に他の研究
者が使いそうな単語を考慮
してみてください。
Abstract の中で
Keyword/Key phase を数
回繰り返してみましょう。

⾒出しを活⽤する
⾒出しやタイトルに特に注意を
払う。論⽂の構成と内容につい
ての⼿がかりを検索エンジンに
与えることができる
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Keyword
キーワード欄（5つまで）には、
abstract中で繰り返したのと同
じKeyword/Key phaseを⼊れ
ましょう。妥当なKeywordの
同義語・類義語があれば追加し
ましょう。 KeywordはSEOの
ためだけでなく、抄録・索引
データベースでのタグ付けにも
利⽤されています。

⾃⾝、共著者の
過去の論⽂を引
⽤する
適切な範囲で⾃
分や共著者の過
去の論⽂を引⽤
しましょう。論
⽂情報を読者と
共有するための
代表的なツール
も利⽤しましょ
う。

SEO
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美しいイラストや印象的な図、
情報量の多いグラフは、
Legendをしっかりつけること
で、さらに価値のあるものにな
ります。 Legendはわかりやす
く、説明的なものにしましょう。
検索エンジンはLegendとメタ
データを別々にスキャンします
ので、オリジナルのメディア
ファイルにどのようなタグや名
前を付けたかを考えることも忘
れないでください。

SEO
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⾃分の論⽂が上位に検索されるための
SEOテクニック
1. Make your title short and use keywords 

(SEOに配慮したタイトルを付ける)
2. Repeat keywords in your abstract and throughout the article Abstract

（抄録にキーワードをうまく配置する）
3. Choose your keywords carefully (適切なキーワード）
4. Use subheadings (⾒出しを活⽤する)
5. Attention to the captions of images and tables, including strong 

keywords（画像や表のレジェンドにも注意を払い、適切なキーワード）
6. Link, link and link some more (Linkや、関連論⽂を引⽤する）
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論⽂の公開

• Conferences （学会）
 Prepare to network （ネットワーキング）
 Connect online, Online poster（研究のリンクを共有）

• Media relations（メディア）
 Research statementの準備
 Your institutionʼs communicationʼs channels

（プレスリリースやソーシャルメディアでの共有）
researchcomm@elsevier.com
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論⽂の公開

• Share links to your article （共有リンク）
 Customized short link with free access
 Link from university website to boost  SEO
 ScopusやORCIDの著者プロフィールの更新

• Promotion of research（出版社）
 Alertsアラート
 Abstracting and indexing databases収載
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インパクトの把握

• Plum X Metrics オルトメトリクス
 被引⽤数やダウンロード数など、研究のインパクトに

関するフィードバック
 ⾃分の研究が地理的にどのような影響を与えているか、

また、どの研究分野が⾃分の研究に最も関⼼を持って
いるかを把握
 ⼈々がどのようにして⾃分の研究を⾒つけたのか、ど

のような検索語をよく使っているのかを理解
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Plum Print は 5 つのカテゴリーの指標について、影響度を円の⼤きさで表すことによっ
て影響度を視覚的に確認することが可能

PlumX Metrics は、新たな指標として注⽬されている
Social Media (Facebook, ツイッタ―等)、 Capture (⽂献
管理ソフト, ブックマーク等)、Mention (Wikipedia, ブロ
グ, コメント, レビュー等)など の Altmetrics (オルトメト
リクス) が従来の伝統的な評価指標(利⽤統計、被引⽤回数) 
を補完し、それぞ れの観点から影響度を読み解くことがで
きる、最新の研究成果物 影響度評価ツールです。
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Citations:
引⽤数

Usage:
ダウンロード数

Captures:
共有数

Mentions︓
リンク数

Social Media

Twitterやブログでの⾔及数

特に書籍などが該当しますが、
アマゾンやGoodreadsでのレビュー

ブックマークへの保存、⽂献管理ソフト
の保存数

閲覧数、書籍の所蔵図書館数
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Recap-論⽂のインパクトを⾼めるために

交流
参加 論⽂を書く

発信

 学会やカンファレンス
 ネットワーキング

 SEO

 Website
 マルチメディア
 SNS

 Email
 Share

共有

 Publicity
 プレスリリース

公開



ご清聴ありがとうございました

keiko.sasaki@elsevier.com
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ご参考まで

 How to improve the impact of your paper
https://www.elsevier.com/connect/authors-update/how-to-improve-the-impact-of-
your-paper

Top tips: making your article visible with SEO
https://www.elsevier.com/connect/authors-update/top-tips-making-your-article-
visible-with-seo

 Researcher Academy
https://researcheracademy.elsevier.com/

SEO basics video
https://www.elsevier.com/io/seo


