
Copyright 2020 G-SEARCH LIMITED0

2020年11月

本資料の無断での転載・転用を禁じます。

JDream Users Day 2020
発表資料



プログラム
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発表内容 発表者 ページ

1 JSTによる国内外文献データの収集・収録の最新状況
⇒別資料での提供となります

国立研究開発法人
科学技術振興機構 ー

2 JDreamⅢ新機能紹介とグラフ活用例 株式会社ジー・サーチ P2

3 研究課題解決に最適な研究パートナーを素早く発見
－JDream Expert Finder－ 株式会社ジー・サーチ P50

4 新サービスJDream SRのご紹介 株式会社ジー・サーチ P62
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JDreamⅢ新機能紹介とグラフ活用例
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本日の内容
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JDreamⅢ新機能紹介

スタンダードSDI

シソーラス改訂

グラフ活用例
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クイックサーチ刷新 （2019年2月）
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2文字以上の入力で、シソーラスブラ
ウザを元に、候補語のリスト10語を
表示します。
候補語から検索語を選ぶと検索が
実行されます。

サジェスト機能：検索の「候補語」を表示 選択すると関連語を含めて検索します

関連語が自動で併用されます

(エアコンディショナー + "空気調和装置
"/AL + "エアコン"/AL + "エアコンディショ
ナ"/AL + "エアコンディショニングユニット
"/AL + "エアコンデショナ"/AL + "エアコン
ユニット"/AL + "エアコン設備"/AL + "エ
アハンドリングユニット"/AL + "空気調和ユ
ニット"/AL + "空気調和機"/AL + "空気
調和機器"/AL + "空気調和設備"/AL 
+ "空調ユニット"/AL + "空調機"/AL + 
"空調機器"/AL + "空調装置"/AL + "
空調設備"/AL + "ＡＨＵ"/AL) 
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クイックサーチ刷新 （2019年2月）
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絞り込み機能：①発行年で絞り込み

■発行年で絞り込む
・単年：棒グラフ上でクリック
・複数年：Ctrl+左クリック
（解除はグラフ上でクリック）
・最新5年：✓
・最新10年：✓
（解除は✔をはずす）
※絞込みを解除すると元の
集合に戻ります。

■検索式詳細
実行中の式を表示します。
※絞込みを解除すると元の集
合に戻ります。

( (エアコンディショナ + “空気
調和装置”/AL + “エアコ
ン”/AL + “エアコンディショ
ナ”/AL + “エアコンディショニ
ングユニット”/AL ～省略～
+ "空調装置"/AL + "空
調設備"/AL + "ＡＨＵ
"/AL) ) * 
(2018+2019+2
020)/PY 
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クイックサーチ刷新 （2019年2月）
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絞り込み機能：②ランキング項目からの絞り込み

■資料種別で絞り込む
■言語で絞り込む
■検索対象で絞り込む
■用語で絞り込む
シソーラス用語上位5件

■IPC（機械付与）で絞り込む
IPC 上位5件

■機関名で絞り込む
機関名（機関ID)上位5件
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クイックサーチ刷新 （2019年2月）
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類似文献検索機能：類似度の高いスコア順に表示

注目文献から類似する文献
を検索します。
※「類似文献検索」は抄録付き文献
に表示します
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国際特許分類（IPC）付与（2019年2月）
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IPC説明
サイトへリンク

（機械付与）

JDreamⅢに国際特許分類（IPC)を機械的に付与しました

■JSTPlus,JMEDPlusの「抄録付き文献」に付与
■IPCは「メイングループ」
■抄録付き文献の88%に付与
■IPCの数は最大5個、平均1.8個
■各IPCの精度は70%
■文献あたりのIPC精度は83%
※2018年9月 ジー・サーチ検証
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国際特許分類（IPC）付与（2019年2月）
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国際特許分類（IPC)は検索・グラフ表示に利用できます

■IPCの検索は「完全一致・前方一致」
・完全一致 G01B21/IPC
・前方一致 A61K?/IPC

■IPCは「グラフ表示」可能
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グラフ表示 （2020年7月・9月）
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画面上部に「グラフ表示」ボタンを移動、上限件数強化

■検索画面内の変更点
「可視化」から「グラフ表示」に名称変更
ボタン位置変更
上限件数を5,000件から10,000件に増強
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グラフ表示 （2020年7月・9月）
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分析対象項目やグラフの種類が増えました

■「グラフ表示」クリック後の変更点
自動で「発行年」×「シソーラス用語」のヒートマップを表示
分析対象：合算シソーラス（シソーラス・準シソーラス）を追加
表示項目選択に「全選択」「全解除」機能を追加
グラフの種類：サンバースト・２者比較グラフを追加
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ダウンロード形式の追加 （2020年7月）
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文献管理ソフトへの取り込みが容易な形式を追加

RIS形式

BIB形式
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Myフォルダ （2020年11月）
個人用の保存・閲覧機能を新設します

機関または部署ごとのID・
パスワードまたはIPアドレス
認証でログイン

Myフォルダ

・MyジャーナルJDreamⅢログイン後
メールアドレス※で個人用
の保存場所「Myフォル
ダ」にアクセス

自分だけが閲覧できるMyフォルダ

気になる雑誌を登録し、目次情報を
閲覧できるMyジャーナル

※Myフォルダの利用可否は管理者メ
ニューよりご設定いただけます

※Myフォルダの初回ご利用時にメールアドレス・パスワードの登録が必要です。
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※画面は開発中のものです。変更になる可能性がありますのでご了承ください。

Myジャーナル （2020年11月）
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注目しているジャーナルを3誌まで登録・ウォッチングできます

登録・確認できる雑誌：直近2年に
JDreamⅢに収録があるもの

表示される目次：最新更新2回分
※開発中の画面は一部データしか収録していないため
2019年の号が表示されています
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特許連係 （2020年11月末）
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類似度の高い特許をスコア順に20件表示

注目文献から類似する特許
を検索します。
※「類似特許検索」は抄録付き文献
に表示します

※画面は開発中のものです。変更になる可能性がありますのでご了承ください。

表示された特許の公報PDF表示にも
対応予定です

JDreamⅢ
特許

類似文献
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関連度順によるタイトル表示 （2020年11月末）
整理番号順・発行日順に加え関連度順が登場

タイトル一覧画面で並べ替え方法を
変更できるようになり、選択可能な
ソート順に関連度順が登場します

・発行日順
・整理番号順
・関連度順

※画面は開発中のものです。変更になる可能性がありますのでご了承ください。

ソート順 関連度順
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本日の内容

JDreamⅢ新機能紹介

スタンダードSDI

シソーラス改訂

グラフ活用例
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スタンダードSDIとは
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あらかじめ決まっているテーマを購読、ウェブで更新分を確認・ダウンロード

さまざまな分野に関する約700テーマが
用意されています

更新のお知らせはメールで配信されます。ウェブには
過去3か月分のデータが蓄積されています。
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他のSDIサービスとの違い
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スタンダードSDI リクエストSDI ユーザSDI（検索サービス）

テーマ あらかじめ決められた約700テーマから
選択

自由 自由

申込方法 購読希望のテーマを選択し申込書に
記載

検索式を添えて申込書に記載 検索サービスにログインし登録
企業向け固定「ユーザSDIプラン」・「フルプラン」

契約期間 4月～3月 4月～3月 自由

検索式の変更 固定 年度内1回まで変更無料 いつでも変更可能

配信方法 更新のお知らせをメールで配信、ウェブ
で内容確認

更新のお知らせをメールで配信、ウェブ
で内容確認

メールに結果が添付されて届く

料金 45,000円/テーマ 120,000円/テーマ 検索サービスのプランに含まれる

使い分けの例 複数のお客様の利用がありそうなテーマ。
比較的大きなカテゴリーを俯瞰して
ウォッチングしたい場合

自社特有・個別具体的な技術内容に
ついてウォッチングしたい場合

自由に登録や変更したい場合

スタンダードSDIはテーマが限られていますが、安価に利用できるというメリットも
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2021年度新規テーマ募集
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ご希望のテーマがありましたらUsers Dayのアンケートにお書き添えください

ご参考：2019年度の追加テーマ

がんの免疫療法（国内臨床）

がんの免疫療法

生体認証

自動運転

幹細胞の医学利用（国内臨床）

IoT(センサー検出) 持続可能な開発（自動車・運輸工学分野）

IoT（AI/ビッグデータ処理） 標準規格(電気・情報工学)

持続可能な開発（エネルギー・電力分野） 第5 世代移動通信システム

持続可能な開発（農林水産・生物化学） 人工知能・ビッグデータ(医療分野)

持続可能な開発（建築工学分野） ドナー【臓器移植】

持続可能な開発（化学関連分野）

ご参考：2020年度の追加テーマ
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本日の内容

JDreamⅢ新機能紹介

スタンダードSDI

シソーラス改訂

グラフ活用例
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2021シソーラス改訂 概要
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項目 対象件数 例
シソーラス用語
の修正

240語

例：ポリカチオン→多価陽イオン ポリアニオン→多価陰イオン
グアルゴム→グアーガム レーザレーダ→LIDAR
蛋白質→タンパク質 植物蛋白質→植物タンパク質

シソーラス階層
の修正

例：「スターラップ」の直近上位語が「補強筋」から新語の「剪
断補強筋」に変更

関連語・カテゴ
リーの追加・修
正

85語
例：「硫黄」の関連語に「駆虫薬」「皮膚用薬」を追加

新規シソーラス
用語 23語

剪断補強筋, 海洋天然物, サイバー攻撃, 忍容性, 脊髄膜, フェロトーシス, 植
物成分, ペプチド類似体, バイオベースポリマ, 医療機器製造販売後調査, ＤＤ
Ｓ製剤, 植物性化学物質, 違法薬物, 内科的手術, 血行再建, 内視鏡治療, 
粘弾性モデル, 医用ロボット, ＧＮＳＳ, 幾何学モデル, 三次元モデル, ３Ｄサー
フェスモデル, ワイヤフレームモデル

削除語 なし なし
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2021シソーラス改訂 おおまかなスケジュール
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2月 3月 4月

JDreamⅢ
シソーラス

ユーザSDI
【ジー・サーチによる変更】 4月第一週頃
２月末時点の登録情報を元に変更します。
3月上旬～4月1週目頃に変更・登録された場合はご自身で確認・変更してください。

スタンダードSDI
リクエストSDI 【ジー・サーチによる変更】 4月第一週頃

保存式
（JDⅢに保存）

２月末時点の登録情報を元にジー・サーチで変更の要否を確認します。変更が必
要なお客様にはメールで連絡いたしますので、
ご自身で確認・変更してください。
※不要な保存式は2月下旬までに削除してください。

「2019シソーラス」
4月第一週頃まで

「2021シソーラス」
4月2週頃~

▲4月1週頃 レコード入替え

▲3月下旬 最終更新
▲4月上旬 初回更新

▲4中旬 初回更新
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2021シソーラス改訂 変更作業
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株式会社ジー・サーチ

保存式
（JDⅢに保存）

ユーザSDI

スタンダードSDI
リクエストSDI

確認します
変更が必要な場合は
メールで連絡します。

変更します

変更します

お客様

連絡に応じて変更下さい
３月～4月1週目頃の

登録・変更は
ご自身でご確認ください

確認・変更不要
３月～4月1週目頃の

登録・変更は
ご自身でご確認ください

確認・変更不要
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2021シソーラス改訂
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シソーラス改訂特設サイトを用意する予定です（2021年1月頃）

詳細スケジュールや用語リストは特設サイトからご
覧ください
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スタンダードSDI
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グラフ活用の主な目的
（１）全体像を把握する

①文献数の推移
②技術用語（シソーラス用語）の経年変化（主要な用語・増減）
③研究機関の経年変化（主要な研究機関・増減）

（２）最新の傾向を把握する
①準シソーラス用語から 新しい技術用語やトレンドを把握する
②注目テーマに絞り込む

（３）注目テーマに関する最新の傾向を把握する
①気になるワードをグラフ化する
②テーマに関するジャーナルを調べる

（４）注目テーマに関する機関を把握する
①研究機関のランキング
②研究機関ごとの特徴的なワードを把握する
③注目する研究機関に絞り込む

（５）注目研究者の文献を把握する

（１）

（２）

（３）

（５）

集合のイメージ

（４）

グラフ化したい集合を作成するポイント

発行年

件数
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（１）全体像を把握する
【テーマ】 2001年以降に発行された「膜分離」と「CO2」を含む文献の集合を作成

グラフ機能の発行年は「20年分」を表示します。
・集合は連続する20年以内に限定することをお勧めし
ます。
・グラフ化できる件数は1万件以内です。

JSTPlus

L1
("膜分離"/AL OR "膜分離処理"/AL OR "membrane 
partition"/ALE OR "membrane separation"/ALE OR "分離
膜"/AL OR "separation membrane"/ALE) * (PY>=2001)

98,736

L2

("二酸化炭素"/AL OR "二酸化炭素ガス"/AL OR "炭酸ガス"/AL 
OR "無水炭酸"/AL OR "ＣＯ２"/AL OR "CO2"/ALE OR 
"Carbon Dioxide"/ALE OR "carbon dioxide"/ALE OR 
"carbon dioxide gas"/ALE OR "carbonic acid 
anhydride"/ALE OR "carbonic acid gas"/ALE) and L1

4,755

ポイント

膜分離に関する2001年以降
※検索式はシソーラスブラウザを使用

CO2はヒット件数が多いことが予想される
セッション中のヒット件数は最大500万件のためL1を追加
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（１）全体像を把握する
①文献数の推移

【グラフ】 棒グラフ 積み上げ 【系列の軸】 X）発行年 Y）発行国
「発行国」は「出版社の国」です。
JDreamⅢは、2016年以降、海外文献の収録誌を
拡大しています。2016年からIEEE（米国電気電子学
会）、2017年からエルゼビア（オランダの出版社）が
発行する海外誌が急増します。テーマによっては収録誌
の拡大がグラフに反映しますので注意が必要です。

L2
("二酸化炭素"/AL OR "二酸化炭素ガス"/AL OR "炭酸ガス"/AL OR "無水炭酸"/AL OR "ＣＯ２
"/AL OR "CO2"/ALE OR "Carbon Dioxide"/ALE OR "carbon dioxide"/ALE OR "carbon 
dioxide gas"/ALE OR "carbonic acid anhydride"/ALE OR "carbonic acid gas"/ALE) and L1

4,755

ポイント
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（１）全体像を把握する
②技術用語（シソーラス用語）の経年変化（主要な用語・増減）

L2
("二酸化炭素"/AL OR "二酸化炭素ガス"/AL OR "炭酸ガス"/AL OR "無水炭酸"/AL OR "ＣＯ２
"/AL OR "CO2"/ALE OR "Carbon Dioxide"/ALE OR "carbon dioxide"/ALE OR "carbon 
dioxide gas"/ALE OR "carbonic acid anhydride"/ALE OR "carbonic acid gas"/ALE) and L1

4,755

【グラフ】 ヒートマップ 【系列の軸】 X）発行年 Y）シソーラス用語
①グラフにノイズが多い場合は検索式の見直しを検討
②グラフから周知のワードを除くと他のワードの推移が見
やすい

グラフ操作

グラフ表示語
の変更

ポイント
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（１）全体像を把握する
③研究機関の経年変化（主要な研究機関・増減）

L2
("二酸化炭素"/AL OR "二酸化炭素ガス"/AL OR "炭酸ガス"/AL OR "無水炭酸"/AL OR "ＣＯ２"/AL OR "CO2"/ALE 
OR "Carbon Dioxide"/ALE OR "carbon dioxide"/ALE OR "carbon dioxide gas"/ALE OR "carbonic acid 
anhydride"/ALE OR "carbonic acid gas"/ALE) and L1

4,755

【グラフ】 ヒートマップ 【系列の軸】 X）発行年 Y）機関ID
目的に応じて軸を変更

グラフ操作 軸の変更

ポイント

Copyright 2020 G-SEARCH LIMITED31



（２）最新の傾向を把握する

発行年を直近に限定する。
グラフ表示のデフォルトは上位20位のため、集合に古
い年代の文献が多い場合、過去に出現頻度が高かっ
たワードや機関がグラフに表示されるため、最近の傾
向が見えづらい。
集合を直近に絞ると最新の傾向が分かりやすい。

JSTPlus

L1
("膜分離"/AL OR "膜分離処理"/AL OR "membrane 
partition"/ALE OR "membrane separation"/ALE OR "分離膜
"/AL OR "separation membrane"/ALE) * (PY>=2001)

98,736

L2

("二酸化炭素"/AL OR "二酸化炭素ガス"/AL OR "炭酸ガス"/AL OR 
"無水炭酸"/AL OR "ＣＯ２"/AL OR "CO2"/ALE OR "Carbon 
Dioxide"/ALE OR "carbon dioxide"/ALE OR "carbon dioxide 
gas"/ALE OR "carbonic acid anhydride"/ALE OR "carbonic 
acid gas"/ALE) and L1

4,755

L3 L2 * (PY>=2015) 1,694

【集合を作成】 最新の傾向を把握する

ポイント
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（２）最新の傾向を把握する
①準シソーラス用語から 新しい技術用語やトレンドを把握

【グラフ】 ヒートマップ 【系列の軸】 X）発行年 Y）準シソーラス用語
準シソーラス用語は統制されていないが、その分野の新しい
用語やシソーラス用語に近い技術用語がが多く、トレンドを
見つけやすい傾向がある。

■気づきから仮説を立てる
「○○膜」が多い、膜の種類から傾向が見られないか？

L3 L2 * (PY>=2015) 1,694

グラフ操作 「膜」を含む準シソーラス用語をグラフに表示

ポイント
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（２）最新の傾向を把握する

【グラフ】 ヒートマップ 【系列の軸】 X）発行年 Y）準シソーラス用語

L3 L2 * (PY>=2015) 1,694

グラフ操作 「膜」を含む準シソーラス用語をグラフに表示

準シソーラス用語は統制されていないが、その分野の新しい
用語やシソーラスに近い用語がが多く、トレンドを見つけやす
い傾向がある。

■気づきから仮説を立てる
「○○膜」が多いため、膜の種類から傾向が見られないか？

ポイント

②注目テーマに絞り込む 準シソーラス用語から 「○○膜」に限定
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（２）最新の傾向を把握する
②注目テーマに絞り込む 合算シソーラス（用語）から 「○○膜」に限定

【グラフ】 ヒートマップ 【系列の軸】 X）発行年 Y）合算シソーラス
「合算シソーラス」は、シソーラス用語・準シソーラス用語をま
とめた項目です。ワードとしての傾向や準シソーラスの注目
度の指標になります。

■気づき
準シソーラス用語では、「混合マトリックス膜」や「ハイブ
リッド膜」が上位にあった。シソーラス用語では「複合膜」
が関連しそう。
※シソーラスブラウザで混合マトリックス膜やハイブリッド膜の
上位概念を確認

L3 L2 * (PY>=2015) 1,694

ポイント
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（３）注目テーマに関する最新の傾向を把握する

・検索式をシソーラスブラウザで作成
・ミスリードに注意（ワードの選択など）

JSTPlus

L1
("膜分離"/AL OR "膜分離処理"/AL OR "membrane 
partition"/ALE OR "membrane separation"/ALE OR "分離膜
"/AL OR "separation membrane"/ALE) * (PY>=2001)

98,736

L2

("二酸化炭素"/AL OR "二酸化炭素ガス"/AL OR "炭酸ガス"/AL OR 
"無水炭酸"/AL OR "ＣＯ２"/AL OR "CO2"/ALE OR "Carbon 
Dioxide"/ALE OR "carbon dioxide"/ALE OR "carbon dioxide 
gas"/ALE OR "carbonic acid anhydride"/ALE OR "carbonic 
acid gas"/ALE) and L1

4,755

L3 L2 * (PY>=2015) 1,694

L4

("混合マトリックス膜"/AL OR "mixed matrix membrane"/ALE OR 
"mixed-matrix membrane"/ALE OR "ハイブリッド膜"/AL OR 
"hybrid film"/ALE OR "hybrid membrane"/ALE OR "複合膜"/AL 
OR "コンポジット膜"/AL OR "複合体膜"/AL OR "複合化皮膜"/AL OR 
"複合型皮膜"/AL OR "複合材料膜"/AL OR "複合材膜"/AL OR "複
合皮膜"/AL OR "composite film"/ALE OR "composite 
membrane"/ALE) AND L3

367

【集合を作成】 「混合マトリックス膜、ハイブリッド膜、複合膜」に絞り込む

ポイント
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（３）注目テーマに関する最新の傾向を把握する

ポイント

L4

("混合マトリックス膜"/AL OR "mixed matrix membrane"/ALE OR "mixed-matrix 
membrane"/ALE OR "ハイブリッド膜"/AL OR "hybrid film"/ALE OR "hybrid 
membrane"/ALE OR "複合膜"/AL OR "コンポジット膜"/AL OR "複合体膜"/AL OR "複
合化皮膜"/AL OR "複合型皮膜"/AL OR "複合材料膜"/AL OR "複合材膜"/AL OR "複合皮
膜"/AL OR "composite film"/ALE OR "composite membrane"/ALE) AND L3

367

【グラフ】 ヒートマップ 【系列の軸】 X）発行年 Y）合算シソーラス
注目するワードを選択してグラフに表示する

①気になるワードをグラフ化する

グラフ操作
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（３）注目テーマに関する最新の傾向を把握する

ポイント

L4

("混合マトリックス膜"/AL OR "mixed matrix membrane"/ALE OR "mixed-matrix 
membrane"/ALE OR "ハイブリッド膜"/AL OR "hybrid film"/ALE OR "hybrid 
membrane"/ALE OR "複合膜"/AL OR "コンポジット膜"/AL OR "複合体膜"/AL OR "複
合化皮膜"/AL OR "複合型皮膜"/AL OR "複合材料膜"/AL OR "複合材膜"/AL OR "複合皮
膜"/AL OR "composite film"/ALE OR "composite membrane"/ALE) AND L3

367

【グラフ】 ヒートマップ 【系列の軸】 X）資料名 Y）発行国
知見の浅いテーマで、周辺情報も必要な場合、
テーマに該当するジャーナルを調べてみる。

②テーマに関するジャーナルを調べる
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L4

("混合マトリックス膜"/AL OR "mixed matrix membrane"/ALE OR "mixed-matrix 
membrane"/ALE OR "ハイブリッド膜"/AL OR "hybrid film"/ALE OR "hybrid 
membrane"/ALE OR "複合膜"/AL OR "コンポジット膜"/AL OR "複合体膜"/AL OR "
複合化皮膜"/AL OR "複合型皮膜"/AL OR "複合材料膜"/AL OR "複合材膜"/AL OR "複
合皮膜"/AL OR "composite film"/ALE OR "composite membrane"/ALE) AND L3

367

【グラフ】 ヒートマップ 【系列の軸】 X）発行年 Y）シソーラス用語
・件数の推移から研究の継続性を確認
・共同研究先候補を探す場合は、現在も研究
が継続しているか確認→研究者の移籍、テー
マの終了など

（４）注目テーマに関する研究機関を把握する

ポイント

①研究機関のランキング
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②研究機関ごとの特徴的なワードを見る

L4

("混合マトリックス膜"/AL OR "mixed matrix membrane"/ALE OR "mixed-matrix 
membrane"/ALE OR "ハイブリッド膜"/AL OR "hybrid film"/ALE OR "hybrid 
membrane"/ALE OR "複合膜"/AL OR "コンポジット膜"/AL OR "複合体膜"/AL OR "複
合化皮膜"/AL OR "複合型皮膜"/AL OR "複合材料膜"/AL OR "複合材膜"/AL OR "複合皮
膜"/AL OR "composite film"/ALE OR "composite membrane"/ALE) AND L3

367

【グラフ】 ヒートマップ 【系列の軸】 X）準シソーラス用語 Y）機関ID ・準シソーラス用語は統制されていないため、機関ごとに見
ると各機関が使う特徴的なワードが見つかりやすい。
・グラフに表示する機関名やワードは、目的に応じて選択
（国内機関に限定、大学に限定、企業に限定など）
・「準シソーラス用語」から、材料名や用途になりそうなワード、
課題になりそうなワード、など目的に応じたワードを選択してみ
るのも面白い。

ポイント

（４）注目テーマに関する研究機関を把握する
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JSTPlus

L1
("膜分離"/AL OR "膜分離処理"/AL OR "membrane partition"/ALE OR 
"membrane separation"/ALE OR "分離膜"/AL OR "separation 
membrane"/ALE) * (PY>=2001)

98,736

L2
("二酸化炭素"/AL OR "二酸化炭素ガス"/AL OR "炭酸ガス"/AL OR "無水炭
酸"/AL OR "ＣＯ２"/AL OR "CO2"/ALE OR "Carbon Dioxide"/ALE OR 
"carbon dioxide"/ALE OR "carbon dioxide gas"/ALE OR "carbonic 
acid anhydride"/ALE OR "carbonic acid gas"/ALE) and L1

4,755

L3 L2 * (PY>=2015) 1,694

L4

("混合マトリックス膜"/AL OR "mixed matrix membrane"/ALE OR "mixed-
matrix membrane"/ALE OR "ハイブリッド膜"/AL OR "hybrid film"/ALE 
OR "hybrid membrane"/ALE OR "複合膜"/AL OR "コンポジット膜"/AL OR 
"複合体膜"/AL OR "複合化皮膜"/AL OR "複合型皮膜"/AL OR "複合材料膜
"/AL OR "複合材膜"/AL OR "複合皮膜"/AL OR "composite film"/ALE 
OR "composite membrane"/ALE) AND L3

367

L5
("国立大学法人 山口大学"?/CS OR "国立大学法人山口大学"?/CS OR "山
口大"?/CS OR "山口大学"?/CS OR "山大"?/CS OR "Yamaguchi 
University"/CSS OR "Yamaguchi Univ."/CSS) AND L3

33

L6
("国立大学法人 神戸大学"?/CS OR "国立大学法人神戸大学"?/CS OR "神
戸大"?/CS OR "神戸大学"?/CS OR "Kobe University"/CSS OR "Kobe 
Univ."/CSS) AND L3

54

L7 L5 OR L6 87

【集合を作成】 膜分離とCO2に関する 「山口大学」と「神戸大学」の研究の特徴を比較する

ポイント

比較したい2機関の集合を作成する

（４）注目テーマに関する研究機関を把握する
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L7 L5 OR L6 87

【グラフ】 二者比較グラフ 【系列の軸】 X）機関ID Y）準シソーラス用語
・準シソーラス用語は統制されていないため、
機関ごとに見ると各機関が使う特徴的なワード
が見つかりやすい。
・周知の用語を除くと違いが分かりやすい。
・シソーラス用語の場合は、ある程度ランキング
下位の用語を表示すると違いが見つかりやすい。

【比較例】
・競合2機関×IPC、シソーラス
・特定テーマでの発行国×シソーラス
・資料名×準シソーラス

（４）注目する研究機関に絞り込む

ポイント

③注目する研究機関に絞り込む

Copyright 2020 G-SEARCH LIMITED42



L7 L5 OR L6 87

【グラフ】 円グラフ 【系列の軸】 X）機関ID
グラフから目的の集合に絞り込み

（４）注目する研究機関に絞り込む

ポイント

③注目する研究機関に絞り込む

グラフ操作
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（４）注目する研究機関に絞り込む

グラフから機関IDで絞り込む

【集合を作成】 「山口大学」に絞り込む
ポイントJSTPlus

L1
("膜分離"/AL OR "膜分離処理"/AL OR "membrane partition"/ALE OR 
"membrane separation"/ALE OR "分離膜"/AL OR "separation 
membrane"/ALE) * (PY>=2001)

98,736

L2
("二酸化炭素"/AL OR "二酸化炭素ガス"/AL OR "炭酸ガス"/AL OR "無水炭
酸"/AL OR "ＣＯ２"/AL OR "CO2"/ALE OR "Carbon Dioxide"/ALE OR 
"carbon dioxide"/ALE OR "carbon dioxide gas"/ALE OR "carbonic 
acid anhydride"/ALE OR "carbonic acid gas"/ALE) and L1

4,755

L3 L2 * (PY>=2015) 1,694

L4

("混合マトリックス膜"/AL OR "mixed matrix membrane"/ALE OR "mixed-
matrix membrane"/ALE OR "ハイブリッド膜"/AL OR "hybrid film"/ALE 
OR "hybrid membrane"/ALE OR "複合膜"/AL OR "コンポジット膜"/AL OR 
"複合体膜"/AL OR "複合化皮膜"/AL OR "複合型皮膜"/AL OR "複合材料膜
"/AL OR "複合材膜"/AL OR "複合皮膜"/AL OR "composite film"/ALE 
OR "composite membrane"/ALE) AND L3

367

L5
("国立大学法人 山口大学"?/CS OR "国立大学法人山口大学"?/CS OR "山
口大"?/CS OR "山口大学"?/CS OR "山大"?/CS OR "Yamaguchi 
University"/CSS OR "Yamaguchi Univ."/CSS) AND L3

33

L6
("国立大学法人 神戸大学"?/CS OR "国立大学法人神戸大学"?/CS OR "神
戸大"?/CS OR "神戸大学"?/CS OR "Kobe University"/CSS OR "Kobe 
Univ."/CSS) AND L3

54

L7 L5 OR L6 87

L8 L7 AND ("201551000095943868"/CSID) 32
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研究者を特定する

L8 L7 AND ("201551000095943868"/CSID) 32

【グラフ】 ヒートマップ 【系列の軸】 X）機関ID Y）著者ID
・共著の情報も入っており、所属機関の異動もあ
るため Y軸と交わるX軸の機関が著者の所属機
関とは限らないが、件数が多い場合は所属機関で
ある可能性が高い。
・グラフから著者を選択して絞り込む。変換された
式を「著者IDのみ」として実行

（５）注目する研究者の文献を把握する

ポイント
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（５）注目する研究者の文献を把握する

テーマに関係なく「研究者情報」として文献
を網羅的に抽出する

【集合を作成】 喜多氏の文献
ポイントJSTPlus

L1
("膜分離"/AL OR "膜分離処理"/AL OR "membrane partition"/ALE OR 
"membrane separation"/ALE OR "分離膜"/AL OR "separation 
membrane"/ALE) * (PY>=2001)

98,736

L2
("二酸化炭素"/AL OR "二酸化炭素ガス"/AL OR "炭酸ガス"/AL OR "無水炭酸"/AL 
OR "ＣＯ２"/AL OR "CO2"/ALE OR "Carbon Dioxide"/ALE OR "carbon 
dioxide"/ALE OR "carbon dioxide gas"/ALE OR "carbonic acid anhydride"/ALE 
OR "carbonic acid gas"/ALE) and L1

4,755

L3 L2 * (PY>=2015) 1,694

L4

("混合マトリックス膜"/AL OR "mixed matrix membrane"/ALE OR "mixed-matrix 
membrane"/ALE OR "ハイブリッド膜"/AL OR "hybrid film"/ALE OR "hybrid 
membrane"/ALE OR "複合膜"/AL OR "コンポジット膜"/AL OR "複合体膜"/AL OR "
複合化皮膜"/AL OR "複合型皮膜"/AL OR "複合材料膜"/AL OR "複合材膜"/AL OR 
"複合皮膜"/AL OR "composite film"/ALE OR "composite membrane"/ALE) 
AND L3

367

L5
("国立大学法人 山口大学"?/CS OR "国立大学法人山口大学"?/CS OR "山口大
"?/CS OR "山口大学"?/CS OR "山大"?/CS OR "Yamaguchi University"/CSS OR 
"Yamaguchi Univ."/CSS) AND L3

33

L6
("国立大学法人 神戸大学"?/CS OR "国立大学法人神戸大学"?/CS OR "神戸大
"?/CS OR "神戸大学"?/CS OR "Kobe University"/CSS OR "Kobe Univ."/CSS) 
AND L3

54

L7 L5 OR L6 87

L8 L7 AND ("201551000095943868"/CSID) 32

L9 "200901100510777509"/AUID 990
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（５）注目研究者の文献を把握する

L9 "200901100510777509"/AUID 990

【グラフ】 積上げ 【系列の軸】 X）発行年 Y）発行国
・「発行国」は出版社の国です。
・グラフはデフォルト直近20年分を表示します。グラフの推移
から、20年以上前から文献があることが推察されます。グラフ
機能で100位までのランキングを確認できます。

ポイント

【グラフ】 ヒートマップ 【系列の軸】 X）発行年 Y）合算シソーラス

・「合算シソーラス」により、主要テーマや研究者の特徴的な
ワードから研究テーマの推移を俯瞰することができる。

ヒット件数
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（５）注目研究者の文献を把握する

L9 "200901100510777509"/AUID 990

【グラフ】 ヒートマップ 【系列の軸】 X）機関ID Y）著者ID
・共著を見る場合は共著を見たい機関に集合を限定
することが重要
・件数の多い機関は在籍中もしくは在籍していた機関、
件数が少ない機関は共著者の所属機関である可能
性が高いが、いずれかに該当する。
・機関ID×機関IDでも可能

ポイント

共著を見る
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参考：グラフ軸の説明
軸名 概要 ポイントと注意点

発行年 資料の発行年

機関ID 機関ごとにJSTが付与したID
同一機関と判断されたものに同一IDを付与

一定数のデータ収録のある機関（一部の外国機関を含む）に付与
ID付与はデータ収録から3～6か月程度のタイムラグがあるため直近データには付与されていない
IDが付与されていない機関はランキングから漏れる

著者ID 著者ごとにJSTが付与したID
同一著者のものと判断されたものに同一IDを付与

一定数のデータ収録のある日本人研究者（一部の外国人研究者を含む）に付与
同一著者の同定は難しいため精度は80～90％程度。ID付与はデータ収録から3～6か月程度の
タイムラグがあるため直近データには付与されていない

シソーラス用語
文献テーマを表す科学技術用語
『JST科学技術シソーラス』に登録された用語のみを使用
索引済みの文献に最低1個が付与されている

文献の主題を表す統制された技術ワードであるため傾向が見えやすい
ランキングの上位には各文献に共通するシソーラス用語が並ぶため、件数が多い場合は、ある程度
上位を除くと、さらに特徴が見えやすい

準シソーラス用語 文献テーマ表す用語だが『JST科学技術シソーラス』には登録され
ていない用語

統制されていないが一般的に使用される用語や特徴的な技術用語や新しい技術用語も含まれてお
り、トレンドや、著者・機関ごとの特徴が出やすい

合算シソーラス シソーラス用語と準シソーラス用語 出現頻度の高い技術ワードを区分なくランキング

JST分類 文献の研究分野を表す８桁のコード
索引済みの文献に最低1個が付与されている キーワードより広い概念を表し技術分野を軸にする場合に有効

化学物質名 文献のテーマを表す有機低分子化合物 化学物質名が記載されている文献で有効
発行国 資料の発行国 2016年8月以降、海外誌の収録が急激に増えていることに留意
記事区分 文献の種類とそのコード 「原著論文」「短編」「文献レビュー」「会議録記事」「解説」「紹介的記事」の6種類
資料名 文献が収録されている資料名 注目すべきジャーナルや学会を調べるのに有効

著者名 文献の著者名 著者IDは付与されていないため、日本語・アルファベット表記の表記ゆれがあるが、IDが付与されて
いない著者もグラフ化の対象になる

第一著者 文献の第一著者名 著者ID付与されていないため、日本語・アルファベット表記の表記ゆれがある
IPC 国際特許分類 メイングループを付与 技術分類を軸にする場合に有効
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JDream Expert Finderのご紹介
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とは
約3,800万件の学術文献を情報源とした研究パートナー探索サービスです。

科学技術・医学薬学分野の研究者約100万人を収録します。

研究開発の促進・イノベーション活動を支援

JDreamⅢ
学会発表・論文
ビッグデータ

科学技術・
医薬分野の
研究者

研究推進力と
特別な成長指標
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従来の研究者探索の課題

同じ条件で全国の研究者を
スクリーニング

将来有望な若手研究者を
発掘

従来の研究者探索手法の課題

客観的なデータに対して
利用者自身で調査

外部調査機関への委託で
細かな希望がなかなか伝わらない

学会での声掛けや研究者総覧の検索
では調査範囲が限られてしまう

論文数・被引用数等の評価だと
指導的立場の研究者ばかりが注目される

研究者探索の課題を解決する画期的なサービスです。
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3ステップで求める研究者候補を発見

研究キーワード
研究者名・機関名

❶ 検 索 ❷ 研究者候補リスト ❸ 研究実績情報

研究者
100万人

がん免疫療法

JDreamⅢ論文情報を解析し、技術用語・
共著ネットワークの中心性等を特徴付け

候補リスト

キーワードの重要度

思いつく研究キーワードや文章から、直感的な操作で、簡単に研究者を見つけることができます。
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4つの探索機能

 研究キーワードや文章を入力して検索

 課題検索と合わせて、共著ネットワークの中心性
の成長性が高い有望な研究者候補に限定

 研究者名・所属機関名から検索
 特定の企業機関との共著実績調査機能も搭載

 特定の研究者と研究分野が類似する研究者を
調査

技術課題から探索

有望な研究者候補探索

研究者名から探索

類似研究者探索

富士通太郎；ABC大学
富士通花子 × ○○製薬

○○化学

研究者を探す

富士通太郎

同じ分野の研究者を探す

3

2
1

4

高感度なバイオセンシングとデジタル分子
分析による医療診断の実現

有望な研究者に限定✔ 研究者を探す

利用目的別に研究者探索をサポートします。
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課題から探す（キーワード、課題文）

自動的にタームを切り出し、研究者に付与されて
いる研究キーワード（JSTシソーラス）に展開

研究キーワードの重要度・必須を指定

思いついたキーワードから、直感的な操作で検索条件をチューニングできます。ポイント
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検索結果の並び替え

マウスクリックで各列をソートできます。様々な視点から候補者発見を支援します。ポイント

•探索テーマと関連度の高い順に候補リストを提示
•各項目はソート可能
⁃有望な研究者候補フラグ
⁃論文数
⁃第一著者論文数
⁃被引用数
⁃論文初出年
⁃研究キーワード一致度
⁃研究分野一致度

※検索結果のソート順初期値は研究キーワード一致度（第1
ソートキー）、研究分野一致度（第2ソートキー）です。

メダルはその研究者が共著ネットワークの中心性
の成長性が高い有望な研究者候補であることを
示します。
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有望研究者探索とは

※千葉商科大学 寺野隆雄氏、東京電機大学 井ノ上寛人氏 、東京工業大学
藤田正典氏が共同開発したアルゴリズムで、日本学術振興会（JSPS）特別研
究員採択者を教師データとした媒介中心性成長パターンによる将来有望な研究者
を特定する手法
関連論文：
Analyzing Promising Researchers Using Network Centralities of Co-authorship 

Networks from Academic Literature, New Generation Computing (2020),  DOI: 
10.1007/s00354-020-00102-2
スター・サイエンティストとイノベーション 研究者のコラボレーション関係を通したスター・サイエンティスト
の分析，研究・技術・計画，Vol.34 No.2 Page.150-163 (2019)
Analyzing Co-author Networks to Search for Young Promising Researchers in 

Biological Science Fields, CBI学会2018年大会，P7-02, 東京，2018年10月
Evaluating Researchers through Betweenness Centrality Measures of Co-

Author Networks from Academic Literature Database: Finding Gatekeeper 
Researchers in Organizational Research, 2018 IEEE International Conference 
on Big Data, DOI: 10.1109/BigData.2018.8622311, Seattle, Dec.2018

産学官連携AIプロジェクト「ライフ インテリジェンス コンソーシアム（LINC）」との共同研究成果

論文の各著者が他の著者との関係性においてどの程度中心的であるか（媒介中心性）を解析し、その年次変化
から各著者の将来性を予測※

 ベンチマーク：日本学術振興会（JSPS）特別研究員採択者

日本の若手研究者の早期発掘と活躍を支援いたします。
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文部科学省「研究支援サービス・パートナーシップ認定制度」
科学技術の推進及びイノベーションの創出を加速するサービスとして認定

https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kihon/1422215_00003.htm
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の活用ー企業では

材料科学に知見のあるデータサイエンティストを探したい（オープンイノベーション）

人物間の関係を把握し、講演会の案内対象者を選定したい（マーケティング）

面談前に、過去の文献情報・研究動向などを把握しておきたい（共同研究・人材確保）

研究者の実績や人脈を確認

A先生とつながりのある
先生方に案内を出したい…
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の活用ー大学・研究機関では

有望な若手研究者をリクルーティングしたい（研究力強化）

自機関の研究者と関連する研究を行っている企業研究者を探索したい（オープンイノベーション推進機構）

自機関の研究者を俯瞰して比較したい（IR）

有望研究者の特定や提携先企業の検討

企業研究者

B先生の研究と相性が
良さそうな会社は…

同じ分野の研究者を探し、企業研究者に限定
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ご契約プラン

同時アクセス数：３~
サイト制限なし

同時アクセス：2~
サイト制限なし

5日間／回
（同時アクセス数：１）

1か月間／回
（同時アクセス数：１）

年
間
固
定

ス
ポ
ッ
ト

企業向けは年間継続利用、スポット利用から選択可能

NEW

企業 教育機関・公的機関 調査会社
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新サービスJDream SRのご紹介
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JDream SR とは

医療関係者の
作業負担を
軽減

独自技術による
分野特化型
システム

数千万件の
文献

ビッグデータ

AI活用により、従来手作業で
収集・解析を行ってきた論文
からの情報収集を効率化

富士通独自技術を用いて、
高度な専門分野の
情報解析を実現

国内外の文献データベース
JDreamⅢ※、PubMed※に
よる幅広い文献情報
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※JDreamⅢ：ジー・サーチが提供する日本最大級の科学技術文献データベース。科学技術、医学・薬学関係の国内外文献情報を提供。
※PubMed：米国国立医学図書館(NLM：National Library of Medicine)が作成・提供する医学およびその関連領域を対象とする文献情報。
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JDream SRの概要
 サービスの目的
 分野ごとに特化した論文調査を支援するサービスです。
 特に今回はゲノム医療とHTAという分野に特化した機能を中心に提供しております。

 サービスの特長
 自然言語処理AIが膨大な論文を分析し、論文検索を効率化します。
 文献の検索、絞り込み、エビデンス整理の作業において、活用できる機能を提供します。
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論文
データベース

自然言語処理AI
による解析

解析済
データベース

HTA特化型機能

ゲノム医療特化型機能

医療分野向け機能
・
・
・

汎用機能
JDream SRの全体像

HTA担当者

ゲノム医療
従事者

ライフサイエンス系
ユーザ
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 HTA（Health Technology Assessment：医療技術評価）とは
 新薬の保険収載のための申請項目として、その薬剤の費用対効果を申請する業務
 その薬剤の費用とターゲットとする疾病に対する効果から費用対効果を算出し、文献などのエビデンスを伴った形で、報
告する

 論文などの文献を対象としたシステマティックレビューの結果と臨床試験、電子カルテ、レセプトなどの実績データを組み合
わせ、費用対効果を算出する

費用対効果評価の元となるデータ 費用対効果平面による検証

システマティック
レビューの対象

HTAにおける論文調査
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参考：
「医薬品の価値の科学的な評価－データ
サイエンス担当者のための費用対効果
評価の現状と手法の解説－」
日本製薬工業協会、2016年4月

参考：
「基礎から学ぶ医療経済評価」
じほう、2014年12月
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ゲノム医療における論文調査
 がんゲノム医療 (Precision Medicine) が普及期へ
 多数の遺伝子を同時に調べ、遺伝子変異を明らかにすることにより、体質や病状に合わせて治療などを行う医療
 2019年春から保険収載開始

 診療体制の整備が課題
 がんの新規発症数は年間約100万人以上である一方で、がんの専門医は全国で 1万人
 慣れた医師でも、症例の解釈 (curation) に１例あたり最低で数時間、場合により数日

VCFファイル

スクリーニング
アノテーション

ガイドライン・キュレーションDB
論文による根拠・エビデンス確認

遺伝子異常
疾患原因候補
約10件程度

パネル・エクソーム
全ゲノムアノテーション

遺伝子異常
の診断 予後予測 治療法選択 論文

フォローアップ

臨床的意義の解釈（診断・予後・治療）

アノテーションシステム

Copyright 2020 G-SEARCH LIMITED66



医療分野における論文調査の課題

 課題
 網羅的・体系的な文献検索が必要で、個人のスキルに左右されることもある
 膨大な量の文献を詳細に分析するため、作業負荷が非常に大きい
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従来の論文検索

検索で絞り込んでもHTAに関連度の
低い論文が出てくるため、目的の論文

を探すのがかなり大変

自分の専門領域でないトピックに関す
る論文調査をすることもあり、その際は

判断基準が非常に難しい
論文を絞り込んでも、必要としている
情報が書いていないことも多い

HTA専門家A様 HTA専門家B様 ゲノム医療専門家C様

論文
データベース 一次スクリーニング 二次スクリーニング 情報整理

67



医療分野における論文調査の課題
従来の論文検索

JDream SRを活用した論文検索
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論文
データベース 一次スクリーニング 二次スクリーニング

論文
データベース

情報整理

情報整理

集計

関連性

優先度

抽出
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固有表現抽出 同一性判定 関係抽出論文

表記ゆれ統一

HGNC:3481? 
Or 

HGNC:6766?～～～～～
Here, we report that MADD
can act as a pro-apoptotic 

factor to initiate 
～～～～～

同表記表現の判別

～～～～～ GPER1 ～～～～
～～～～ LERGU ～～～～～

オントロジー
（例：HGNC）

HGNC:6766

HGNC:4485

知識の抽出
薬効 費用 効果 ・・・

論文A 薬剤Aは疾患Xに
効果がある

薬剤Aは年間$3000の
支出がある

〇年の延命効
果がある

論文B 薬剤Bは疾患Yに
薬効がある

薬剤Bは年間$3500の
支出がある

〇年の延命効
果がある

～～ hepatocellular carcinoma.
～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～ Sorafenib ～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～ ICER ～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～ JAK1～～～～～

薬剤名

疾患名

アウトカム指標名

固有表現（専門用語）の抽出
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

ICER estimates for sorafenib was $6,665/QALY.

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

アウトカム指標と値の関係

薬剤とアウトカム
の関係

周囲の表現から読み取れる関係の抽出
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JDream SRを構成する技術

遺伝子名
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JDream SRの特徴
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JDream SRの特徴
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①関係性を指定した検索

②重要単語の抽出とハイライト表示

③関連エビデンス表示

④集計表示
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 単語を指定した検索
 疾患名、薬剤名、遺伝子名、アウトカム指標名などの単語を指定した検索が可能です。

 関係性を指定した検索
 2種類の単語とその間にある特定の関係性を指定した検索が可能です。
 例えば、「疾患名」、「薬剤名」と「薬効あり」という関係性を指定した検索などが可能です。

 ワイルドカードを利用した検索
 単語の種類のみを指定した検索が可能です。
 例えば、特定の「疾患名」と任意の「遺伝子名」が共起する論文を検索することが可能です。

①関係性を指定した検索
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対象となる関係性の一覧
関係名 関係の説明

遺伝子-疾患 Causative 
(Positive)

疾患の原因遺伝子

遺伝子-薬剤 Target 薬剤ターゲット遺伝子
変異-疾患 Pathogenic 病原性変異

Benign 非病原性変異
変異-薬剤 Responsive 薬剤へ感受性を示す変異

Resistance 薬剤に対する耐性変異
疾患-薬剤 Responsive 疾患に効果のある薬剤

Insensitive 疾患に効果の出ない薬剤
介入-アウトカム指標 Related 介入の評価対象としてのアウトカム指標
介入-疾患名 Target 疾患の治療として、定義される介入
介入-介入 Comparator 介入の比較対象
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 論文ごとに重要単語がハイライトされた状態で、アブストラクトが表示されます。

論文内の重要単語がハイライトされて
表示されます。

②重要単語の抽出とハイライト表示
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Enasidenibという薬剤が
IDH2という遺伝子とAMLと
いう疾患に関連していること
を文中から抽出しています。
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 論文内の重要なエビデンスを表形式で表示します。
 ゲノム医療関連のエビデンス（Prognosis Evidence）

• 論文内で記述のある予後関連の情報を表形式で表示します。

 HTA関連のエビデンス（ICER Evidence）
• 論文内で記述のあるICER関連の情報を表形式で表示します。

③関連エビデンス表示
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Overall Survival※などの重要指標に
関する記述をピックアップして表示します。

ICER※という指標の算出に用いたモデルや国
などを文中からピックアップして表示します。

※Overall Survival：全生存期間。臨床試験において、治療開始日から被験者が生存した期間。
※ICER：増分費用対効果比。2つの可能な介入の間のコストの差を、その効果の差で割った値
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 論文検索結果全体の論文集合で出現する単語を集計して表示します。

④集計表示（単語の集計）
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FLT3という遺伝子名で検索

出現数の多い薬剤名の一覧
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 論文検索結果全体の論文集合で出現する単語を集計して表示します。

④集計表示（関連単語の集計）
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FLT3という遺伝子名で検索

出現数の多い薬剤名の一覧
（2010年以前）

承認薬(USA)

承認薬(JP)

承認薬(JP,USA)

出現数の多い薬剤名の一覧
（2019年以降）

年代を区切った集計を比較
することで、動向やトレンドを
分析することも可能です。
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 論文検索結果全体の論文集合で出現する関係性を集計して表示します。

④集計表示（関係性の集計）
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検索をクリック
breast cancerという
疾患と薬剤の関係性を
一覧化する

breast cancerという
疾患名で検索

例：関係性ごとの出現数が表示されます。
・in paragraph: 段落内で共起
・in sentence: 文内で共起
・responsive: 薬効あり
・insensitive: 薬効なし
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JDream SRベータ版の収録データ
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JMEDPlus PubMed PubMed Central
(PMC)

収録年代 2010年1月～2020年9月に出版された論文 2010年1月～2020年9月に出版された
論文の内、「“CC BY”」とされているもの

収録対象 がんに関する論文
収録件数 約30万件 約150万件 約15万件

ベータ版ではデータ件数が限定的ですが、製品版では
大幅に拡張する予定です。
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JDream SRベータ版の提供について
 2020年10月中旬より無償β版の提供を開始し、ユーザ様による評価を実施しております。
 ベータ版提供期間は2020年12月15日までです。

 サービスのお申し込みは下記よりお願いいたします。
 URL：https://jdream3.com/lp/jdream_sr/
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「jdream sr」で検索

リンクをクリック 申込ボタンをクリック

ベータ版で得られたユーザ様のフィードバックを、今後の開発に反映しますので、ぜひご利用ください。
80
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