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に関係するもの以外では、図書館の資料所蔵状況を調
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日本における図書館情報学分野の計量的研究の動向
−計量書誌学研究を中心に−
はじめに

の未所蔵確率を予測するモデルの構築を行った気谷⑸
の分析や、学校図書館員の児童生徒への対応の状況と
困惑度との関連を調査した松戸⑹の分析などもある。
これらの研究は、要素（例えば、利用状況を示す貸

本稿では、計量的手法を用いた図書館情報学分野の

出冊数と経済状況を示す有効求人倍率）間の関連や影

研究について、計量書誌学研究を中心に、日本におけ

響を分析している、あるいは、ある要素を別の要素で

る近年の研究動向を紹介する。

説明・予測するために、目的変数（予測したい要素）

図書館情報学分野においても、他の社会科学分野

と説明変数（予測に用いる要素）を設定して、モデル

と同様、計量的手法を用いた研究は多数存在する。論

の構築、パラメータの算出を行っているという点で、

文や図書の出版点数・引用数の状況といった文献の生

大まかに言えば共通している。分析に用いている統計

産・流通・蓄積・利用に関わる統計分析、つまり計量

手法は、単純なものから比較的複雑なものまで、それ

書誌学研究だけでなく、質問紙調査に基づく図書館

ぞれの分析対象や目的に応じて様々であり、戸田と永

サービスやスタッフの様態の統計分析など、様々な研

田は相関係数に基づく相関分析を、松戸は重回帰分析

究が行われている。本稿では、図書館情報学分野の計

と因子分析を、河村ら、気谷はロジスティック回帰分

量的研究の概況について簡単に触れた後、計量書誌学

析（2 項ロジットモデル）を、田村は固定効果モデル

の研究文献を中心にレビューする。計量的研究は多岐

を用いたパネル分析を、そして椿らは構造方程式モデ

に渡るため、その各論は、それぞれが分析対象として

リングを採用している。

いるテーマのレビューに委ねることとする。レビュー

一方、既存の手法を適用するだけでなく、新しい指

の対象は、過去 5 年間（2004 年以降）に国内で発表

標の提案を行っている研究も、数は少ないが存在す

された文献とする。さらに、国内の研究者が海外の雑

る。例えば、藤谷と前田⑺ は、各館の蔵書規模に基づ

誌や国際会議で発表した文献も範囲に含める。特に計

いて公共図書館のネットワークの整備状況を計る指標

量書誌学や、その科学社会学・研究評価への応用であ

を提案している。蔵書規模の総計を当該地区の面積

る科学計量学は、国際比較の必要性が高く手法の標準

で規格化した指標であり、ネットワーク（個々のアク

化が求められるという事情から、国を問わない共通

ターの関係性、すなわち中央館・分館間の協力状況）

のトピックが扱われることが多く、Scientometrics 誌

というよりも、中央館と分館を合わせた「総体」とし

などの専門学術雑誌や ISSI（International Society for

ての規模を示しているに過ぎないため、それをネット

Scientometrics and Informetrics）などの国際会議と

ワーク指標として解釈するには注意を要するが、図書

いった、国際的な媒体での発表が盛んな研究領域であ

館ネットワーク計量化への取り組みの第一歩としては

る。日本の研究者による研究発表も、非常に多いとい

意義深い。

うほどではないが、ある程度コンスタントになされて

ここで紹介した研究の他にも、単純集計に基づく傾

いるため、国際的な媒体での発表も含めて、日本の研

向の分析まで含めると、司書資格の有無と生活に対

究動向としてまとめることにする。

する満足度などの関わりを調査した辻ら ⑻ の分析や、

1. 図書館情報学分野の計量的研究の概況

電子メディア（e-print archive）の利用者の傾向を調

文献そのものというより、その提供機関である図書

査した松林と倉田⑼ の分析など、枚挙に暇がない。ま

館に関心をおいた研究の中にも、計量的手法を用いた

た、過去の調査結果に基づくメタ調査を行った研究

ものは多い。それらの多くは、新たな手法の開発とい

もある。例えば、杉江⑽ は、公共図書館のレファレン

うよりも、既存の手法の中から適切なものを選択し、

スサービスについて過去に行われた 2 つの調査の結果

対象に適切に適用することを指向している。

を比較し、サービス先進地域におけるレファレンス

具体的な分析対象としては、図書館の利用に関係す

サービスの特性を抽出している。それらの研究に関し

るものが多く、例えば、経済状況と図書館利用状況と

ては、図書館のスタッフやサービスなど、それぞれの

⑴

の関連を調査した田村 の分析、個人の時間的・金銭

テーマのレビューに譲ることにしたい。

的余裕や家族構成などと図書館利用状況との関連を調

2. 計量書誌学研究

査した椿ら⑵ の分析、利用目的や来館形態などと利用
⑶

計量書誌学の有名な法則に、ブラッドフォードの法

館の選択行動との関連を調査した河村ら の分析、そ

則⑾ というものがある。特定のトピックの文献群の掲

して、図書館利用状況と学習成果との関連を調査した

載誌を調べたとき、少数のコアジャーナルにその文献

戸田と永田⑷ の分析などがある。また、図書館の利用

群の大部分が集中する一方で、そのトピックの文献
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を数編しか掲載していない雑誌が多数存在するとい

して、「科学」の定義、そして分野が「科学的」であ

う、集中と分散の現象について述べた法則である。こ

るというのはいかなることかという問題の再検討を

れは、特殊なものを除き、どのトピックに関しても当

行っている。論文数を単に生産性の指標として用いる

てはまる法則であるが、計量書誌学自身に関して言え

のでなく、分野の学術性という別の観点の評価に用い

ば、ことさら「分散」の度合いが高い、すなわち、コ

ている点が興味深い。

アジャーナル以外の非常に多くの雑誌に、文献が広く

このほか、科学リンケージという観点を導入し、特

散らばっている。例えば、医学などの各分野で、その

許に引用された論文に限定して、それらの論文の数

分野の論文生産や引用の状況を計量書誌学的手法に

を調査・分析する研究も多くなされている。科学リン

より分析した文献は、計量書誌学のコアジャーナルで

ケージとは、実際的な技術とそれが依拠する科学との

はなく、しばしば、その分野の雑誌に掲載される。そ

関連を示す概念であり、特許が引用する論文の数を指

れらを網羅的に収集してレビューを行うことは困難で

標にして測定される。有力特許に引用された論文に関

あり、また、それらの多くはオリジナルの研究論文よ

して、それらの出版国などの特性を調べ、各国の生産

りも実態調査の単なる報告に近いため、本稿では、主

シェアなどの実態を報告した富澤ら⒅ の研究、国内の

として Scientometrics 誌などのコアジャーナルに掲

特許について、トピック別に科学リンケージの平均値

載された文献を紹介する。日本の研究者も、近年徐々

を調査した玉田ら⒆ の研究、そして、日本企業を対象

に、Scientometrics 誌 に 多 く の 論 文 を 載 せ る よ う に

とし、特許出願数などを目的変数に、研究開発経費で

⑿

なってきている。大久保と山下 によれば、日本国内

規格化した論文生産数や、出願特許の科学リンケージ

の研究機関に所属する研究者の Scientometrics 誌掲

の平均値などを説明変数にして回帰分析を行った鈴木

載論文は、1980 年代から 1990 年代にかけて倍増して

ら ⒇ の研究がある。また、古川と後藤 は、企業所属

おり、2000 年以降も増加傾向は続いている。

の研究者の論文生産性と特許出願状況との関連を調

最初に述べたとおり、本稿では国内で発表された、
あるいは国内の研究者による文献のみを扱う。海外の
⒀

計量書誌学の研究動向に関しては、小野寺 によるレ

べ、生産性が高い中核的な研究者が、彼らの同僚の特
許出願数に与える正の影響を明らかにしている。
2.2 引用分析

ビューが詳しい。また、計量書誌学、特に、その研究

引用数をもとに論文の質の一側面、特にインパクト

評価への応用について解説している、藤垣ら⒁ のテキ

（学術コミュニティへの影響度）を計ろうとする指標

ストや孫⒂の解説記事も参照されたい。

であるインパクトファクターは、日本でも自然科学系

以下、計量書誌学の主要なトピックである、生産性

の分野を中心に広く普及している。インパクトファク

分析、引用分析、研究協力分析それぞれについて、研

ターに関する文献は多数存在するが、研究論文という

究動向を概観する。

よりも、解説記事や、特定の分野・研究機関を対象と

2.1 生産性分析

した状況報告が多い。いくつか例を挙げると、青木

著者ごと、あるいは著者の所属国や所属機関ごとの

の紹介記事や、医学分野（眼科領域）の状況に関する

論文生産数を数え上げ、比較したり、傾向を調べたり

大庭 の報告、信州大学の状況に関する多田と相澤

する研究は、論文の索引・抄録誌が電子化されてデー

の報告などがある。

タベースとして提供されるようになって以来、盛んに

より俯瞰的かつ分析的な研究としては、林と富澤

行われてきた。ただし、Web of Science や SCOPUS

の研究が挙げられる。林と富澤は、SCI（Science

といった、引用情報も含む論文データベースサービス

Citation Index）を使用して、過去 20 年間の全論文を

が普及してきたこともあり、近年では、論文数の多寡

対象に、国ごとの論文生産数と引用数の傾向を分析

のみを比べる報告は少なくなり、次の節で述べる引用

したうえで、日本は引用数の多い論文が数を増して

数（インパクトファクター）という側面も含めて、国

きた一方で、引用数の少ない論文のシェアが継続的

や研究機関のパフォーマンスの比較を行う方向に関心

に高く、引用数ごとの論文シェアに関して他の先進国

が移ってきているようである。もちろん論文生産数の

とは異なる特徴を有している、という結論を導き出

みに焦点を当てた比較分析が全く行われなくなったわ

している。また、近年のオープンアクセス雑誌の広ま

⒃

けではなく、例えば、松山と寺内 は、JOIS（現在は

りに伴って、オープンアクセスと非オープンアクセス

JDream Ⅱに移行）を使用して、日本の 30 大学の論

とでインパクトファクターを比べる研究もなされてい

文生産状況を調べ、論文数や、特定の雑誌タイトルへ

る。海外の研究に関しては宮入（CA1559 参照）がレ

の論文の集中度などを比べた結果を報告している。

ビューしているが、日本にも、インパクトファクター

⒄

一方、江藤 は、Science 誌などの科学の総合誌に

による順位付けにおいて、オープンアクセス雑誌が急

掲載された論文の数を、分野ごとに調査することを通

成長を遂げていることを示した向田 の報告などがあ
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る。

存度や、パートナーとの関係強度の多様性の変化に関

一方、引用の効用の水準は一定でない（先駆者への

して、分野間の差異を明らかにしている。また、芳鐘

敬意の表明など、必要性が低い引用もあり、また肯定

らは、ネットワークの大域的構造を考慮した研究協力

的な引用ばかりでなく批判的な引用もある）ため、単

のリーダーとしての重要度およびフォロワーとしての

純に引用の数でインパクトを計ることはできない点

重要度という 2 種類の観点を設定し、HITS アルゴリ

など、インパクトファクターの問題点もしばしば指摘

ズムを応用した指標により、それらの重要度を計る手

される。逸村と安井

は、研究評価におけるインパ

法を提案している 。さらに、それらの指標を使用し

クトファクター（著者インパクトファクターではなく

て、研究者の論文生産性と研究協力ネットワークにお

雑誌インパクトファクター）の利用の問題点を整理す

ける重要度との関連を明らかにするとともに、それら

るとともに、JCR（Journal Citation Reports）などの

の指標による将来の生産性の予測可能性についても検

分析に基づいて、雑誌の掲載論文数の変動や引用の表

討している

。

記のゆれといった、引用数自体の増減以外の要因によ

研究者個人ではなく、国単位の協力状況や、大学と

り、インパクトファクターの計算結果が変わってしま

企業など異なるセクタの間の協力状況を分析した研

うことを示している。

究もある。山下と大久保 は、ジャッカード係数など

インパクトファクター以外にも、引用数に基づくイ

の共起頻度（この場合共著した頻度）に基づく指標を

ンパクトの指標は存在する。海外では、インパクトと

使用して、日仏間の協力状況の分析を行っている。一

生産性の両方を反映する h 指数 が提案され、日本で

方、3 重螺旋モデルで説明される産学官の連携につい

も徐々に使われ始めているが、日本で新たに提案され

ても、近年注目され始めている。孫と根岸

た指標もある。角田と小野寺 は、「インパクトの高

互情報量、ファイ係数、偏相関係数を共著関係の計測

い研究者に引用された論文を執筆した研究者はインパ

に用いて、セクタ間の連携の分析に適する指標の検討

クトが高い」という仮定をモデルに組み込んで、引用

を行っている。

ネットワークをもとに著者のインパクトを計る指標を
提示している。

は、相

ところで、研究者間の関係は、計量書誌学の近縁
領 域 で あ る 計 量 ウ ェ ブ 学（webometrics） に お い て

引用分析は、インパクトの計測ばかりではない。共

も、分析の対象とされる。例えば、松尾ら は、ウェ

引用（2 つの論文が同じ論文に引用されている状況）

ブページ上に現れる研究者の名前の共起頻度などを手

や書誌結合（2 つの論文が同じ論文を引用している状

掛かりに「人間関係ネットワーク」の抽出を試みてい

況）に注目する論文間の関連性や共通性の分析も、計

る。その発想や手法は、共著分析と重なる部分が大き

量書誌学の伝統的な研究題材である。最近の研究で

い。現在、松尾らの手法を発展させウェブサービスと

は、例えば、江藤 は、共引用の形式を区別し、並列

して実用化した SPYSEE が公開されている。

に挙げられる列挙形式の共引用関係にある論文同士の

おわりに

類似度が、そうでない共引用関係の論文同士の類似度

計量書誌学のトピックとして、生産性分析、引用分

よりも高い傾向にあることを報告している。また、伊

析、研究協力分析を挙げたが、近年の電子ジャーナル

神と阪 は、共引用の強度に基づいて、研究領域間の

の普及、つまり文献の電子化とオンラインでの公開の

関連性を可視化したサイエンスマップを作成してい

推進に伴い、電子的アクセス・ダウンロード数に基づ

る。計量書誌学的手法による研究領域・トピックの関

いて文献利用の状況を分析する研究も始まっている。

連の可視化は、日本のみならず世界的に見ても近年増

その種の研究については小野寺 による紹介がある。

えてきている。
2.3 研究協力分析

さて、本稿で紹介した範囲で言えば、計量書誌学研
究に関する近年の傾向の 1 つとして、中心的な論文生

研究者あるいは研究者が所属する国や機関の間の

産セクタである大学の状況だけでなく、大学と他のセ

研究協力関係は、計量書誌学では主に共著論文の発表

クタとの関わりに目を向けた研究が多くなっているこ

状況に基づいて観察される。研究協力ネットワークに

とが挙げられる。論文生産における企業・大学・政府

関する国際ワークショップ COLLNET の存在もあり、

の提携（3 重螺旋）や、企業の出願特許による論文の

海外では研究が活況を呈しているが、国内での研究は

引用などが、分析の対象とされている。科学技術政策

さほど多くない。

上の関心の高まりもあり、これらは今後も研究の発展

共著を扱った研究には、芳鐘らの共著ネットワー

が予想される。

ク分析などがある。芳鐘と影浦 は、成長・変化とい

計量書誌学の研究の潮流には、分析対象の現状の記

う動的特性の観点から研究者のネットワークを分析

述とそれに基づく考察そのものに関心をおく（手法に

し、ネットワーク成長の際の中核パートナー群への依

関しては、定評がある既存のものを選んで適用する）
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ものと、手法に対する批判的検討や、新たな指標、モ
デル、分析枠組みの提案を指向するものとがある。パ
フォーマンス評価など応用面からの即時的な要請も
あって、前者のタイプの研究は、様々になされている
が、後者については研究の数も比較的少なく、「計量
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