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電子リソースの普及と研究活動への影響

1. はじめに
　電子ジャーナルの利用が日常化し、電子書籍も普
及しつつある等、学術コミュニケーションの在り様
は近年大きく変化している。それに伴い教員や大学
院生等の研究活動にも変化が現れると考えられ、多
くの研究がなされている。本稿ではそれらの研究か
らいくつかを取り上げ、電子ジャーナル・電子書籍
等の電子的なリソースにより研究者の行動がどのよ
うに変化したか、あるいは今後変化するかについて、
情報探索・閲読行動、研究・執筆行動、情報発信行動、
研究評価の観点から検討する。なお、電子環境の発展・
変化は著しく、電子ジャーナル・電子書籍以外にも
Web サイトや主題リポジトリをはじめ様々な電子リ
ソースが現れ、使われている。それら全てを含めた
影響の検討は膨大になり過ぎるため、ここでは電子
ジャーナル・電子書籍の影響に限定して取り上げる。

2. 電子ジャーナル・電子書籍の普及状況
　1995-2004 年の研究をレビューした三根によれば、
電子ジャーナルは年代を経るにつれ普及し、2000 年
前後には多くの研究者が用いるようになった（1）。近
年の日本の状況については、学術図書館研究委員会

（SCREAL）が 2007 年に国公私立大学等の研究者を
対象に電子ジャーナル利用に関する調査を実施し、
2001・2003 年の国立大学図書館協議会、2004 年の公
私立大学図書館コンソーシアム（PULC）の同様の調
査と結果を比較している（2）。それによれば週１回以
上電子ジャーナルを利用する研究者の割合は 2001 年
の 37％から 2007 年には 77％と倍増した。また、ニ
ウ（Xi Niu）らが 2009 年に米国の 5 大学の自然科
学・工学・医学研究者を対象に行った調査によれば、
回答者が日常読む論文の大部分は電子ジャーナルで
あった（3）。SCREAL 調査でも回答者の約 70％が最近
読んだ論文は電子的に入手したとしており（2）、現在
の研究者は単に電子ジャーナルをよく利用するだけ
でなく、論文利用の大部分が印刷媒体から電子ジャー
ナルに移っている。
　一方で電子書籍の利用は必ずしも一般化していな
い。SCREAL 調査では複数の電子書籍サイトの認
知度と利用度を尋ねているが、ほとんどのサイトで
存在すら知らないとの回答が 5 割を超えていた（2）。
2007 年に ebrary 社が世界の図書館を対象に行った調
査でも電子書籍の利用状況が低調とする館 22％に対
し、目覚ましいとした館は 6％にとどまり（CA1648
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参照）（4）、2008 年に同社が大学生・大学院生を対象に
行った調査でも回答者のほぼ半数は所属機関提供の
電子書籍を使ったことがなかった（E807 参照）。ま
た、2006 年にスウェーデンの 3 つの大学で若手研究
者 24 名を対象に観察調査を行ったハグランド（Lotta 
Haglund）らによれば、電子ジャーナルは全ての研究
者が用いていた一方、電子書籍利用者は１人のみだっ
た（5）。
　しかしここにきて電子書籍をめぐる状況は大きく変
わりつつある。2009 年に英国情報システム合同委員会

（JISC）と、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）
の情報行動・研究評価センター（CIBER）が英国の教員・
学生を対象に行った調査では、回答者の 65％が電子書
籍を利用した経験があった（E927 参照）（6）。Kindle 等
の電子書籍リーダーの普及に伴い高等教育への電子書
籍リーダー導入例も増えており、ニューメディア・コ
ンソーシアムの年報である『ホライズン・レポート』
の 2010 年版では今後 2 ～ 3 年で大学での電子書籍利
用が普及すると予測している（7）。

3. 情報探索行動・閲読行動の変化
　研究者の行動のうち、電子リソースの普及で最も
変わったのは情報探索行動であろう。電子リソース
の与えた影響に関する研究でも情報探索行動にかか
わるものが目立つ（8）。
　テノピア（Carol Tenopir）らは電子ジャーナルが
研究者の情報探索行動に与えた影響について、1977
年から 2005 年に行った 5 つの質問紙調査に基づき分
析している（9）。それによれば回答者が最近読んだ論
文の発見方法は、1977 年には 59％がブラウジングで、
検索サービスによる発見は 1％未満であったのに対
し、2005 年にはブラウジングが 34％に減少し、検索
による発見が 23％と大幅に増えた。電子化により抄
録索引データベース（DB）、サーチエンジン等から
容易に電子ジャーナルの論文本文に辿りつけるよう
になったことで、論文を検索して読む行為が普及し
たと言える。
　検索のツールには電子ジャーナルサイト内の検索
機能、各種の DB、サーチエンジン等があるが、ど
のツールを用いるかには研究分野によって差がある。
2009 年に CIBER が行った 2 つの電子ジャーナルサ
イトの分析によると、サイト内の検索機能は経済学、
歴史学等の人文社会系で比較的用いられるのに対し、
生命科学・医学や物理学等の自然科学系ではほとん
ど使われない（10）。生命科学・医学では PubMed 等の
DB からの利用が 66％と主である。また、物理学で
は 36%、歴史学では 40％が Google 経由の利用であっ
た。日本についても、倉田らが 2007 年に行った医学
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研究者を対象とする調査では、最近読んだ電子版論
文の 80％を PubMed で発見しており、サーチエンジ
ンによる発見はほとんどなかった（11）。SCREAL 調査
でも医歯薬学の研究者は DB をよく用いる一方、サー
チエンジンによる論文発見の割合は少なく、数物系
科学や総合領域（情報学を含む）ではサーチエンジ
ンによる発見の割合が多かった（2）。PubMed のよう
な支配的な DB が存在する分野では論文発見のほと
んどがそれに依拠し、そうでない分野はサーチエン
ジンも含め多様なツールが用いられていると言える。
　利用される論文の範囲も変化している。世界の多
くの大学では電子ジャーナル導入に併せ雑誌を出版
者ごとのパッケージ単位で契約するビッグ・ディー
ル契約を結んでいる。ニコラス（David Nicholas）
らはビッグ・ディールにより読めるようになった（冊
子体では契約していなかった）雑誌の利用を分析し、
それらの雑誌も研究者はよく利用していることを示
している（E492 参照）（12）（13）。また、出版年の古い論
文の利用が増えたとする研究も多い（9）（14）（15）。電子化
で過去の論文へのアクセスが容易になったこととあ
わせ、サーチエンジンで論文を探す研究者が増えた
ことが一因である。サーチエンジンの検索結果は一
般に論文の出版年と関係なく表示されるため、古い
論文が検索上位に表示されることがある。ログ分析
を行った研究でもサーチエンジンからの利用者は出
版年とかかわりなく論文を利用する傾向が知られて
いる（15）（16）（17）。中でも若い研究者の間でサーチエンジ
ンと古い論文の利用が普及しており（15）（18）、今後もこ
の傾向は拡大すると考えられる。ただし、読まれる
論文の範囲が広がった一方、引用される論文の範囲

（雑誌タイトル数や出版年）は狭まったとする研究も
ある（E907 参照）（19）。
　論文の探索方法や利用範囲が変化した一方、論文の
読み方自体には大きな変化はない。ほとんどの研究者
は論文をプリントアウトし、紙で読んでいる（9）（10）（11）。
米国ロチェスター大学の大学院生を対象に行った調査
によれば、これは画面での読みづらさの他に、紙の携
帯性の高さ、紙の論文にメモを書き込むことを好む者
が多いこと、紙媒体が物理的なバックアップを兼ねて
いること等が理由である（20）。
　一方、2009 年の JISC の調査によれば電子書籍に
ついては電子ジャーナルと異なり、印刷する者は少
なく、利用者の多くは画面上で利用している（6）。一
部の電子書籍サイトのインタフェースや印刷制限の
問題が一因だが、電子書籍の利用目的自体が冊子体
と異なるためでもある。電子書籍利用者の閲覧時間
は非常に短く、全体を通して読むのではなく、検索
機能を用いてヒットした部分を事実確認的に読む、

という辞事典的な使い方をしている。電子書籍は紙
の本の代替ではなく、異なる使い方をするものとし
て学生・研究者の間で普及していると考えられる。
　さらにこれらの情報探索・閲読行動を行う場所に
ついては、資料が研究者のデスクトップから検索・
利用できるようになったことで物理的な図書館への
来館が減少している（3）。一方で電子ジャーナル化に
伴い雑誌の利用が個人購読から図書館購読にシフト
したともされ、組織としての図書館の果たす役割は
むしろ大きくなっている（9）。

4. 研究・執筆行動の変化
　電子リソースが研究活動そのもの（実験、調査、
開発、思索等）になんらかの影響を与えたのか、ど
んな影響がありうるのかの研究は少ない。今後、研
究の余地のあるテーマであるが、もしなんらかの影
響があったとしても、それが電子リソースの普及に
よるものか、研究を取り囲む環境全体の変化による
影響なのかを区別することは容易ではない。
　研究結果を論文として執筆する際の行動の変化に
ついては、2006 年から 2008 年のロチェスター大学
の大学院生を対象とした調査の中で触れられている

（CA1709参照）。それによれば論文を読むときと同様、
執筆時においても大学院生は紙に印刷したものに手
で注釈を加えながら推敲することを好み、指導教員
や友人からアドバイスを受ける際もプリントアウト
したものにコメントを付けて受け取ることが多かっ
た（20）。ワープロソフトのコメント機能等による添削
は好まれず、文章を推敲する際には紙に印刷したも
のに手で書き込む、というスタイルは電子リソース
が普及しても変化していない。

5. 情報発信行動の変化
　研究者が成果発信時に選ぶメディアの変化につい
ての研究は、情報探索行動にかかわるものと同様に
数多い。電子ジャーナル普及以前には、どのような
分野の研究者が発表媒体として電子ジャーナルを選
ぶかについての研究もなされていたが（1）、ほとんど
の国際誌が電子ジャーナル化した現在ではそのよう
な研究は行われなくなった。現在注目されているの
はブログ、Wiki 等の新たなメディアを通じた研究成
果発信や、研究データを論文と併せて公開し、広く
利用に供する試みの普及状況である。
　新たな形での情報発信は、幼少時から電子リソー
スに接してきた若い世代の研究者の間で広く用いら
れるのではないかと推測される。実際に情報探索行
動の変化に関する研究の中では、若手研究者の間で
Google の利用が広く普及していること、Wikipedia
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等の Web サイトも研究に用いられることが知られ
ている（5）（15）。しかし、2007 年から 2010 年にかけて
考古学等 7 つの分野の研究者 160 人を対象にインタ
ビュー調査を行った米国カリフォルニア大学高等教
育研究センターの報告によれば、情報探索とは異な
り、研究成果発信において若手研究者は最も保守的
で、既に地位を確立した教授等の方が革新的なメディ
アを選ぶ傾向があった（E1020 参照）（21）。テニュア（終
身在職権）獲得前の若手研究者にとって、テニュア
獲得や昇進のために査読雑誌論文や図書等の業績評
価の対象となる媒体での発表が最重要視されるため
である。一方で既にテニュアを得た研究者はある程
度自由に振舞うことができるようになるため、革新
的な媒体での発表も特に忌避することなく行うよう
になる。データ公開も同様で、若手研究者・大学院
生ほど自らの研究データの公開に消極的であった。
　Public Library of Science（PLoS）（22）等のいわゆる
Web2.0 風のジャーナルや、Cell が公開した新たな論
文フォーマット（23）、あるいは最近のデータ共有の取
り組み等（E903 参照）、単なる紙媒体の代替を超え
た電子的な情報発信・共有の試みは枚挙にいとまが
ない。また、Nature Precedings（24）や PLoS ONE（25）

による、論文公開後に読者からのコメントや評価を
受け付ける出版後査読の試み等、電子環境を利用し
査読制などの学術コミュニケーションの在り方を改
革しようという取り組みも複数なされている。これ
らの取り組みが普及するには現在の、あるいは今後
研究の世界に参入してくる若手研究者ではなく、既
に確固たる地位を築いたベテラン研究者に受け入れ
られることが重要である。各分野の権威に受け入れ
られ、分野の規範として確立することで初めて研究
者間の情報発信行動は大きく変化すると考えられる。

6. 研究評価の変化
　電子リソースの普及により研究評価も大きく変化
する可能性がある。現在の研究評価はピアレビュー
等の質的な評価のほか、論文数や被引用数を用いた
量的指標によって行われている。電子ジャーナルの
普及で論文がアクセスされた回数が把握できるよう
になったことで、アクセス数を論文や雑誌、研究者
の評価に用いる可能性が検討され、Usage Factor 等
の新たな評価指標の提案がなされるようになってき
ている（26）。既に PLoS の各雑誌など、論文単位での
アクセス数統計を読者に提示する雑誌もある。アク
セス数が研究の評価に加味されるようになれば、研
究者もこれを意識せずにはいられなくなるであろう。
雑誌の Impact Factor（IF）に基づいて論文の投稿
先を選ぶのと同じように、多くの読者を得られる雑

誌を選んで投稿したり、より多くの利用を得るため
に解説論文を書くモチベーションが高まること等が
考えられる。既に述べたように研究者は高い評価を
受けテニュアを獲得することを重視するため、評価
指標にアクセス数が組み込まれれば（IF がある時か
ら急に意識されだしたように）情報発信行動が一変
する可能性もある。
　一方で被引用数や論文数と異なり、アクセス数は水
増し等の不正操作が容易に行える。不正の実例とし
て、社会科学分野のリポジトリである Social Science 
Research Network（SSRN）でのアクセス数水増し
行為を調査したエデルマン（Benjamin Edelman）ら
の研究がある（27）。SSRN ではアクセス数の多い論文
上位 10 位を「よく読まれた論文」として紹介する
仕組みがあり、10 位以内に含まれれば多くの人の
目につく可能性が増える。そのため上位 10 位以内
に入るか入らないかの瀬戸際にある論文の著者は自
ら何度も自分の論文にアクセスする等の不正行為を
しやすいという。電子ジャーナルの利用統計につ
いては COUNTER 等で標準化も試みられているが

（CA1512、CA1666、E299、E757 参照）、現在のとこ
ろは統計の枠組み整備に主眼があり、悪意ある偽装
には脆弱である。アクセス数への注目が高まればよ
り高度な方法によって不正を図る研究者が現れるこ
とも考えられる。現在はまだアクセス数に基づく研
究評価は検討の端緒についた段階であるが、もし一
般化した場合には研究者の行動に多大な影響（悪影
響？）を与える可能性もあり、今後の動向に注意が
必要である。

7. おわりに
　電子リソースの普及状況と情報探索・閲読行動、
研究・執筆行動、情報発信行動、研究評価の変化に
ついて近年の研究を取り上げてきた。現在のところ
電子リソースの普及により最も変化したのは情報探
索行動であり、今後変化する可能性が比較的大きい
のが研究評価である。また、従来あまり普及してい
ないとされてきた電子書籍にも普及の兆しがあり、
その利用方法は電子ジャーナルのような紙媒体の代
替物ではなく電子書籍独自のものとなっている。
　一方で研究活動そのものが電子リソースによりど
う変化したのかについて扱った例は少ない。しかし
電子ジャーナルの普及が引用される論文の範囲を狭
め、研究者の視野を狭くしたのではないかとする研
究があるように（19）、電子リソースの普及によって変
化した情報探索行動が研究活動そのものの在り方も
変容させている可能性もある。今後はこのような観
点も含め、電子リソースが研究活動に与えた影響の
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全体像についてさらに多くの角度から研究がなされ
ていくことに期待したい。
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