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論文引用情報の抽出

INTRODUCTION
・・・
Since then, miRNAs have been identified in plants, animals and viruses by the combination of 
experimental, computational and high-throughput sequencing approaches. This has resulted in 
the discovery of over 16,000 miRNA gene loci encoding over 19,000 distinct mature miRNAs in 
over 150 species [16] and they are now deposited in the central repository of miRNA, miRBase. 
A significant fraction of the miRNA repertoire of any species is conserved with other species 
[17]. The target sites in 3́ UTR are also largely conserved across species [13]. This feature is 
one of the most important criteria for target discovery and has been included in most of the 
target identification algorithms [18-19]. 
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引用記述

【引用情報抽出例】

引用論文の書誌情報

Comments on Literature in Literature

論文引用情報を利用することで！

論文A 論文Aを引用している論文

引用

自身の論文中で他の論文を引用する際，これから引用しようとする論文が既
に他の論文から引用されているならば，そこに実際に書かれている引用記述
を参考にすることで執筆作業がより効率的になる
ある論文が他論文からどのように評価されているのかを概観する際に役立つ

Colil データベースのRDF化

RDFデータ 外部リソース
Linking Open Data cloud diagram, 

by Richard Cyganiak and Anja Jentzsch. 
http://lod-cloud.net/

Colil
  オントロジー リンク

Colil
  データベース
Colil オントロジー構築
既存オントロジーの語彙を積極的に採用し（Bibliographic Ontology, 
DCMI Metadata Terms, Document Components Ontology, TogoWS 
Ontology），適切な語彙が存在しない場合は定義して，CC0で公開

RDFデータダウンロードサイト
SPARQLエンドポイント
Faceted Search

RDFデータ公開

Biotea：PMC Open Access Subset の書誌情報および本文のRDFを収納
NPG：1845年から出版した 90万件以上の記事に対するRDFを収納
PMC，Nature Publishing Group（NPG），Biotea，TogoWS

外部リソースとのリンク

抽出した引用論文数
PMC Open Access Subset に含まれる

PubMed ID 付きの論文（約 40万件）の発表年分布
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PubMed 全体（約 2200万件）のうち約 2割

この約 40万件の論文から引用されている PubMed ID 付きの論文数は
約 440万件（2013/5/20 現在）

論文引用情報検索システムColil

③ 共引用関係を元にした関連論文
検索対象論文の関連論文を関連スコア
順に表示

【関連論文・関連スコアとは？】
共引用の度数が 2以上の場合 ,
論文 Aと論文Bを関連論文とし
その度数を関連スコアとする

② 検索対象論文を引用している論文の書誌情報と引用情報の一覧

① 検索クエリ（引用情報を知りたい論文）

論文A 論文B

論文Y論文X 論文Z

共引用

度数：3

①
②

③

Henry Small, 1973

PubMedをキーワード検索し，その検索結果から
該当論文を選択して引用情報を検索

PubMed ID で検索

クエリ例：iPS 2006:2008[dp] "Cell"[jour]

or

書誌情報：Colil リンク（本論文を検索対象論文とし引用情報を検索），
PubMedリンク，PMCリンク，タイトル

引用情報：引用記述を含むセクション名，引用記述
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