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引用データを用いたジャーナルコレクション評価の手法
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図書館は情報を選択，収集，管理し，それらの情報へのアクセスを保証するという普遍的役割を持つ。学術支援図書館において，ジャー
ナルのコレクション評価は，学術情報流通の中で重要な位置を占めるジャーナルが，適切に購入され利用者に提供されているかを判断する
ために不可欠である。論文の引用データは，これまでも蔵書評価手法の 1 つとして広く活用されてきた。本稿ではトムソンサイエンティ
フィックの Citation Index 製品に収録される引用データを用いてのジャーナルコレクション評価の手法を解説する。
キーワード：蔵書評価，ジャーナルコレクション，Web of Science，Citation Index，引用，JCR，ICR，2 ステップマップ

1．なぜ蔵書評価が必要か

の意思決定に直接的には反映されないから，費用対効果的
な側面からの評価は必ずしも必要ないという意見もある。

図書館の最も普遍的な役割は情報を選択，収集，管理し，
それらの情報へのアクセスを保証することである。利用者

しかし，網羅的に情報を揃えることは，真に必要とする研
究情報へのアクセス性向上を高めることと必ずしもイコー

が何を必要とするのか，そのニーズを最大公約数的に満た
すために，どの資料を購入するか，あるいは購入しないか

ルでない。
Tenopir は 30 年 間 に 渡 り ， Medical ， Science ，

について，収集に携わる全ての担当者は明示的に把握して
おく必要がある。インターネットの発展とともに，図書館

Engineering，Social Science，Humanities の各分野の研
究者行動を継続調査し，そこから研究者が平均的に読まな

における資料の収集戦略は“Just in case”
（必要に備えて）
から“Just in time”
（必要な時に）へと変化し，アクセス

ければならない論文の数，そして論文を読む際に 1 本あた
りにかける平均時間を割り出している 2)。それによれば，

の保証がサービスの質を決定する鍵となってきた。これに
伴い，図書館の情報資源である蔵書内容をあらゆる角度か

例えば医学系研究者は平均的に年間 420 本の論文を読む
が，その 1 本あたりにかける時間はわずか 24 分という結

ら見直し，それらが自館のミッションを支えているかを評
価することはますます重要になりつつある。

果が出ている。このような限られた時間の中で絶対に押さ
えておくべき文献を選び取るという，先行研究調査の最初

2．ジャーナルコレクション評価の必要性

のステージを支援するためには，あらかじめ重要なものを
選択して探しやすくしておくという，図書館にとって最も

図書館が掲げるミッションとゴールはサービス対象者の
特性によって異なるが，学術支援図書館におけるそれは，

基本的なサービスが適切に行われなくてはならない。
さらに，電子化が進行しているとはいえ，紙媒体とのハ

サービス対象である研究者に対して，必要とする学術情報
を適切にかつ迅速に提供するということである。ジャーナ

イブリッドでの提供は今後もしばらく続くであろう。紙を
電子版に切り替える判断もまたコレクション評価の一側面

ルのコレクション評価は，学術情報流通の中で重要な位置
を占めるジャーナルが，適切に購入され利用者に提供され

であり，紙媒体の物理的なアクセス場所を検討するために
も，ジャーナルがどのぐらい古いところまで利用されてい

ているかを判断するために不可欠である。
1980 年代後半から深刻になった学術ジャーナルの価格

るか等の客観的な基礎資料は重要な意味を持つ。

高騰は，日本においてはコンソーシアム等による出版社と
の価格交渉の努力の成果もあり，ここ数年落ち着きを見せ

3．蔵書評価の手法
伝統的な蔵書評価にはチェックリスト法，コンスペクタ

ているといわれる。しかし依然としてジャーナルの価格は
上昇し続けており，購読維持が困難な状況に陥っている図

ス方式，利用可能性調査，など様々な手法があり，これま
で様々なレビューがなされている3)4)。また引用分析による

書館は少なくない1)。シリアルズ・クライシスの対応策の 1
つとして登場したジャーナルのパッケージ契約において

ジャーナルコレクションの手法も広く活用されてきた。本
稿ではトムソンサイエンティフィックの Citation Index 製

は，個々のジャーナルのパフォーマンスを評価しても購入

品に収録される引用データを用いてのジャーナルコレク
ション評価の手法を解説する。

＊1 ひろせ ようこ，＊2 なかざわ なつこ トムソンサイエン
ティフィック
〒100-0003 京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル
Tel. 03-5218-6500
（原稿受領 2007.5.28）

3.1 引用データを用いたジャーナルコレクション評価
3.1.1 Citation Index 製品収録ジャーナルの特徴
引用索引データベース Web of Science®に代表される
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Citation Index 製品は，通常の論文検索ツールとしてのほ
かに研究評価やジャーナルコレクション評価にも広く活用

（1）ジャーナルコレクション評価におけるインパクトファ
クターの誤用

されている。トムソンサイエンティフィックでは，50 年前
に前身の ISI が創立されて以来，一貫して膨大な研究情報

JCR に収録される指標やデータのうち，インパクトファ
クターは様々な局面で注目されてきた。使い方を誤らなけ

の海から研究者にとって本当に必要とされるものを専門家
の目で選定し，その情報へのアクセスを効率よく提供する

れば，インパクトファクターは，ジャーナルの影響度を示
す端的な指標としてある程度ジャーナルコレクション評価

ことに注力してきた。この点において，まさに図書館と同
質のミッションを掲げながらビジネスを展開してきたとい

に活用することができる。Nisonger は，他の評価基準と組
み合わせて使用すればという条件付きでインパクトファク

える。ISI の創立者である Eugene Garfield が Citation
Index を考案した 1950 年代当時，論文の数は増加の一途

ターが学術支援図書館にジャーナル収集の意思決定をサ
ポートする有効な指標になりうるとしている 6)。インパク

を辿り，化学者であった Garfield は，当時ですら既存の主
題分類や分野分類によるインデックスでは必要な情報を上

トファクターは，直近 2 年の被引用数を論文数で割った平
均値である。一般に論文の引用サイクルにおいてピークを

手く探し出すことができないというジレンマにあった。引
用を検索のディスクリプタとして機能させ，引用情報に

迎える 2 年目，3 年目の被引用数を採用し，一論文あたり
の被引用数の平均値を出したものであり，ジャーナルのも

よって論文同士をリンクし，関連文献を探し出すアイデア
はこのような背景から生まれた 5)。Citation Index 製品に

つ様々な「顔」の 1 つを映し出した数値に過ぎない。従っ
て所蔵しているジャーナルタイトルをインパクトファク

収録されるジャーナルは，ブラッドフォードの法則，さら
に Garfield の集中則といった情報理論に裏付けられ，いわ

ター順に並べ，下位のジャーナルについて購入を中止する
といった単純な判断をするのであれば，それは明らかなイ

ゆるコア・ジャーナルと呼ばれる各分野の研究を支える国
際誌で構成されている。一定の質を保つジャーナルを厳選

ンパクトファクターの誤用といえる。この基本的な理解を
踏まえ，他の指標やデータと組み合わせ，重要なジャーナ

し，さらにきめ細かなインデックスの方針に忠実に従って
データを構築してきた結果，その副産物として，Citation

ルを把握することが必要である。
（2）Citing Journal Data を用いた評価手法－2 ステップ

Index 製品は引用の数を数えるといった計量的な研究評価
に活用されるようになり，研究者の研究パフォーマンスを

マップ
次のような例を考えてみたい。作家 A 氏は誰もが名前を

評価する，ジャーナルの影響度を評価する，研究機関全体
を評価するといったツールが開発されてきた。あらかじめ

聞けば顔が浮かぶというほどの有名人である。しかし，作
品の数は少なく文壇の評価も必ずしも高くない。作家 A 氏

良質なものだけをスクリーニングしてあるデータを用い，
様々な視点で観察することにより，自館の研究支援にとっ

の視認性を高めているのは，ワイドショーのコメンテー
ターの仕事，クイズ番組への出演，あるいは週刊誌のエッ

て不可欠なジャーナルを見極めることができる。
3.1.2 Journal Citation ReportsR を用いたジャーナルコ

セイの連載執筆などである。つまり A 氏は作家としてコア
なグループに属していない。しかし，他の分野で活躍して

レクション評価
Journal Citation Reports（JCR）は，Web of Science

いるので，誰もが知っている有名人としてそのプレゼンス
を保っているのである。これは人間社会において普遍的に

に収録される論文の数や被引用数をジャーナル単位で年に
一度集計し，様々な指標やデータを収録したジャーナル評

起こりうる事象であるが，ジャーナルにおいても同様のこ
とが言える。

価ためのデータベースである。提供される指標，データに
は以下のものがある。

JCR に収録された Citing Journal Data は，ある特定の
ジャーナルが多く引用しているジャーナルの被引用数を出

・Total Cites：ジャーナルが対象年の 1 年間に引用された

版年ごとに表示した生データの表である。引用は研究者と
いう生身の人間が行うアイデアとアイデアの関連付けであ

総数
・Impact Factor：ジャーナルの対象年の被引用数を前年，

るから，この表を活用することで，ジャーナルレベルでの
擬人的な関係性を観察し，コレクション評価に役立てるこ

前々年の論文数で割った 1 論文あたりの平均被引用数
・Immediacy Index：ジャーナルに掲載された論文が，同

とが可能となる。
図 1 に 2005 年版 JCR に収録された Embo Journal の

年中にどれだけ多く引用されているかを示す尺度
・Cited Half-Life：ジャーナルに掲載された論文が，どれ

Citing Journal Data を示す。①で示した Cited Journal
は，Embo Journal に 2005 年中に引用されたジャーナル

だけ長い期間引用され続けるかを示す指標
・Citing Half-Life：ジャーナルに掲載された論文が，どれ

のタイトルを被引用総数の多い順に並べたものである。②
で示した Cited Year は，Embo Journal に引用された個々

だけ古い論文まで引用しているかを示す指標
・Citing Journal Data：ジャーナルが対象年にどのジャー

のジャーナルの論文出版年を表す。すなわち，この表は何
年発表の論文が 2005 年の Embo Journal から何回引用を

ナルの何年出版の論文を何回引用したかを示す表
・Cited Journal Data：ジャーナルの何年出版の論文が，

受けているかをジャーナルタイトルごとに示している。表
を見てわかる通り，Embo Journal が最も多く引用してい

対象年にどのジャーナルから何回引用されたかを示す表

るのは Journal of Biological Chemistry である。次いで
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Embo Journal 自身，Nature の順となっている。次に図 2
において Nature の Citing Journal Data を示す。Nature

そのジャーナルがよく引用しているジャーナルに向かって
ひたすら矢印を引いていくことで，マップ上に現れる

が最も多く引用しているのは，Nature 自身である。次い
で Science，Proceedings of National Academi of Science

ジャーナルの重要度を把握できるため，時間をかければ計
量書誌学の知識のない人でも簡単に実行できるという利点

の順となっている。Nature の Citing Journal Data におい
て，Embo Journal の位置は上から 9 番目である。ここか

がある。また，研究分野のバックグラウンドを全く持たな
い図書館員でも，その分野におけるコア・ジャーナルをあ

ら読み取れるのは，Embo Journal が Nature を引用する
ほど Nature は Embo Journal を引用していないという事

る程度見極め，専門家の意見を交えながら評価を行うこと
ができる。

実である。この 2 つのジャーナルの関係を擬人化すると，
Embo Journal が Nature を「想っている」ほど，Nature

ここでは Cell Biology 分野に分類された JCR のジャー
ナルを例に，2 ステップマップ作成手順を示す。

は Embo Journal を「想っていない」ということが言える。
Embo Journal の Nature への「片想い」という関係性が

①

JCR で Cell Biology 分野を選択し，ジャーナル一覧
をインパクトファクターの順に表示する（図 3）

見て取れるのである。
Citing Journal Data を用いてジャーナル同士の相関関

②

上位 20 誌～40 誌のジャーナルがマップ作成の対象
となる。まず，あるジャーナルを選択する（図 3 の

係を分野ごとに図示化したものに，Narin の考案した 2 ス
テップマップがある7)。2 ステップマップは極めてシンプル

例では National Reviews Molecular Cell Biology
を選択）
。次にタイトルを枠で囲んで図示化する。こ

な方法によって，ある分野においてどのジャーナルが何を
多く引用し，どこから多く引用されているかを示すもので

の時，枠の面積をジャーナルの出版規模（論文数）
に対応させ，出版規模が大きなものほど面積が大き

ある。複雑な数式などは一切使わず，あるジャーナルから

くなるように描く。

図 1 Embo Journal の Citing Journal Data

図 2 Nature の Citing Journal Data
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当該タイトルの Citing Journal Data を表示させ
（図 4）
，当該ジャーナルが 1 位，2 位で引用してい

学部内購入と他学部での購入情報，非購入情報，インパク
トファクターなどの補足情報を追加したマップを作成し，

る ジ ャ ー ナ ル （ 例 で は Journal of Biological
Chemistry と Cell）に矢線を引く（図 5）
。このと

研究者のフィードバックを参考にしながら，さらに JCR
に分類された海洋系分野の 2 ステップマップとの比較を

き自誌は対象外とする。
上記の作業を繰り返し，ジャーナルタイトルが重な

行っている。これにより自館の蔵書構成を視覚的に把握で
き，研究分野が有機的に結びついている様子が実感できた

らないように注意しながらマップを描く。当該分野
の対象ジャーナルは枠で囲み，それ以外の他の分野

としている9)。
図 6 は，宮入が作成した電気化学分野の 2 ステップマッ

から引用されているジャーナルには枠をつけない。
以上のようにして作成したマップに，補足的な情報とし

プの例である 10)。このマップを 2003 年版の JCR でこの

③

④

てインパクトファクター，所蔵・非所蔵の情報，媒体の種
類などを示すことにより，その図書館におけるマップの独
自性が出てくる。山崎らは 1978 年の JCR データを用いて
生理学分野を対象に 2 ステップマップを作成し，利用度，

NAT REV MOL
CELL BIOL

CELL

J BIOL CHEM

順位相関係数という変数を加味しながら当該分野における
ジャーナル分析を行った。その上で 2 ステップマップが
ジャーナル間の依存関係を見極めたり，中心的なジャーナ
ルを特定したりするのに有効であると結論づけている 8)。
また，渡邊は東北大学農学図書館の所蔵ジャーナルのコレ
クション評価を目的として，所蔵ジャーナルを対象とした
2 ステップマップを作成した。Narin の手法をベースに，

図5

1 位，2 位で引用しているジャーナルに向かって矢線を引
く

図 3 Cell Biology のジャーナルリスト

図 4 Nat Rev Mol Cell Bio の Citing Journal Data
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図 6 電気化学関連雑誌相関マップ

マップを Electrochemistry 分野に分類されたジャーナル

表1

（ 表 1） と 比 較 す る と ，イン パ ク ト フ ァ クタ ー 1 位 の
Electrochemical and Solid State Letters や 2 位の Sensors

Electrochemistry 分野ジャーナルタイトル（2003 年版
JCR）

Rank

Journal Title

IF

and Actuators B.Chemical は一本も矢を集めていないの
に対して，8 位の Electrochemica Acta が 5 本の矢を集め

1

ELECTROCHEM SOLID ST

2

ている。このように必ずしもインパクトファクターは高く
ないが，多くの矢を集めているジャーナル，逆にインパク

3
4

ELECTROCHEM COMMUN

2.300

トファクターは高いが矢を集めていないジャーナルがある
ことがわかり，この分野で本当にプレゼンスを保っている

5

J POWER SOURCES

2.101

6

J ELECTROANAL CHEM

2.076

のが何かがわかる。インパクトファクターが高いにもかか
わらず矢を集めず，マップの中心にこないジャーナルは，

7

CHEM VAPOR DEPOS

2.071

他の分野からよく引用されはするものの，必ずしもその分
野の中心的なジャーナルではないということが言える。

8

ELECTROCHIM ACTA

1.996

9

J SOLID STATE ELECTR

1.195

10

J NEW MAT ELECTR SYS

1.140

ある分野のジャーナルを「何回引用されたか」という数
のみで評価すると，あたかも前述の作家 A 氏を文壇の重鎮
とみなすのと同じ誤った解釈をする可能性があり，その分
野にとって重要なジャーナルを見落とす危険性がある。
従って数の評価ではなく「どこから引用されたか」
「何を引
用しているか」という視点が重要になるのである。
3.1.3 Journal Citation Reports を用いたジャーナルコレ
クション評価－Institutional Citation Report®
前述の渡邊の調査では 2 ステップマップによって矢線を
多く集めていながらも，図書館で購入もしておらず電子
ジャーナルとしても利用できないジャーナルを特定できた
としている。2 ステップマップを用いた分析結果から，あ

2.742

←

SENSOR ACTUAT B-CHEM

2.391

←

J ELECTROCHEM SOC

2.361

←

る分野における重要なジャーナルであるにもかかわらず自
館で所蔵していないものを特定できた場合，次に購入の意
思決定を行うためには，その裏付けとなる専門家の意見や
データが必要となるだろう。あるいは総合大学においては，
自分の学部で購入していながら他学部での利用が多いか
ら，予算配分を見直したいという場合もあるかもしれない。
非購入誌の場合，そのジャーナルが研究者にどれだけ利用
されているかという客観的データがあれば，それは購入決
定の基礎資料となる。利用度を測るものとして，電子ジャー
ナルであれば誰でも利用統計を思い浮かべるだろうが，購
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入していないものについて利用データを見ることはできな
い。また購入済のジャーナルのコストパフォーマンスを評

年，20 年単位に拡大し，それらの引用文献を分析しようと
すると膨大な手間がかかる。また論文のアドレス表記の揺

価する際にも，アクセス数やダウンロードの数だけで自館
のユーザである研究者が実際にそのジャーナルを読み，自

れを統一する必要もある。データ加工の手間をかけずに
様々な分析を行えるツールとして，トムソンサイエンティ

身の研究に活用したかまで把握することは不可能である。
論文を書く際に文献を引用したという事実をもって

フィックでは，Institutional Citation Report（ICR）とい
う研究機関単位の評価分析ツールを提供している 12)。これ

ジャーナルを「利用した」
「活用した」と定義するならば，
論文末尾にある引用文献リストが重要な手がかりとなる。

は Web of Science のデータから特定の研究機関の論文情
報をクライアントの指定するデータ範囲に沿って抽出した

気谷らは Web of Science を用いて，筑波大学の教員が筆頭
著者であり，出版年が 1999 年の論文に限定して，197 報

カスタムメイドの製品である。計量書誌学のスタンダード
な手法を使いつつ，クリック 1 つで複雑な分析を行うこと

を対象に論文末尾に現れた引用文献がどれだけ当該図書館
でカバーされているかを調査した 11)。その上で研究者の分

が可能となっている。ICR は通常，個々の研究機関におい
て研究成果のモニタリングや機関内の研究評価，広報活動

野や属性ごとの供給可能率から調査行動を分析している。
これはニーズに対する図書館の供給度という視点からの調

などに活用されている。一流国際誌にどれだけ論文が掲載
されているか，その機関内で論文掲載数が増加している研

査であるが，大学所蔵のジャーナルに所属研究者の論文が
どれだけ掲載されているか，また，引用文献に所蔵ジャー

究分野はどれか，特定の期間内にどのぐらいの引用をどこ
から受けているか，期待値と呼ばれるベンチマークに対し

ナルがどれだけ現れているかを見ることで，予算をかけて
購入したジャーナルが実際に研究者によって活用されてい

て論文が何倍引用されているか，さらに引用がどのように
広がりを見せているか等，様々な切り口で分析することが

るかどうかを把握することができる。これにより，利用統
計だけでは見えてこない実際の研究パフォーマンスが観察

でき，戦略的な研究評価分析ツールとして利用されている
（図 7）
。

可能となる。
気谷らの調査に示されるように Web of Science のデー

さらに指定したデータ範囲の論文が実際に何を引用した
かという Cited Reference のデータを搭載し，それを活用

タをダウンロードし，それを元にジャーナルコレクション
の評価を行うことは可能であるが，仮に論文の対象年を 10

することで，研究機関が実際にどのジャーナルを引用した
かが把握でき，ジャーナルコレクション評価を行うことが

図 7 ICR 分析結果例
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図 8 研究機関がある期間にどのジャーナルを引用したかがわかる

できる（図 8）
。すなわち ICR においては，ジャーナル購
読の投資に対して研究のアウトプットがきちんと出ている
か（Article）の側面と，エンドユーザである研究者がジャー

参
1)

ナ ル を 目 に 見 え る 形 で “ 消 費 ” し て い る か （ Cited
reference）という 2 つの側面からコレクション評価を行う
2）

ことが可能となるのである。

4．まとめ
本稿ではジャーナルコレクション評価の 2 つの手法を紹
介した。Citing Journal Data を用いた 2 ステップマップ
に よ る 評 価 手 法 と ， Cited Reference を 搭 載 し た
Institutional Citation Report の活用による評価手法は，
それだけで完結しうるものではなく，最終的には専門家で
ある研究者の意見が必要である。どんなに高度な分析でも
引用情報に基づく結果だけで何かを判断することはできな
い。だからこそ分析の元となるソースデータの正確性や信
頼性が重要となる。データソースの収録基準，メタデータ
の付与基準等が明確に定められ，それに忠実に従ってデー
タ構築がなされているデータでなければ，意味のある数字

3)

4)

5)

6)

が見えてこない。質の高いデータを使うことで初めて専門
家の意見を裏付けられるような基礎資料が作成できるので

7)

ある。評価のために何を素材として使うのか。それらの素
材をどう切り取り，どう見せるのか。情報と知識の架け橋

8)

としての役割を担う図書館の手腕がここで問われてくる。
適切な素材を選びとる能力がこれまでにも増して重要と

9)

なってきているのである。

10)
11)

12)
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ICR のサンプルがダウンロード可能となっている。

Special feature：Evaluation methods in library and information activities. Methods of journal collection
assessment using journal citation data, Yoko HIROSE, Natsuko NAKAZAWA (Thomson Scientific, 1-1-1
Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0003 JAPAN)
Abstract：The mission of the library is to select, collect, and control information, and offer access to those
resources. Journal collection assessment is important for academic libraries in order to understand how well
they provide necessary information to end users. Citation data of journal articles have been utilized as one of
the methods of collection evaluation. This paper illustrates two assessment methods using Thomson
Scientific’s Citation Index products.
Keywords：collection evaluation / journal collection / Web of Science / Citation Index / citation / JCR / ICR /
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