
1.　  は　じ　め　に

　学術情報流通関係者，つまり図書館コミュニティと話
をしていると，「あ，また研究評価の問題ですね。ここ
は研究者に変わってもらえないと…」というところで，
問題解決の糸口が切れてしまうことが多い。多くの図書
館員にとって，研究評価は研究者の聖域だから，そこか
ら先には立ち入れないのである。
　そこにあえて立ち入る動きも，欧米にはある。研究助
成機関や出版社など，研究コミュニティの外のアクター
が，研究者のインセンティブ構造に働きかける動きを人
為的にするのである。本稿後半にも例をいくつか紹介す
るが，たとえば，研究データジャーナルを創設し，研究
データ論文を通じて得られる被引用回数をエサに，研究
者に研究データを共有させようとする。問題解決に積極
的な姿勢は評価されるが，これはこれで，研究者コミュ

ニティへの領域侵犯に見える。
　一方で，研究者コミュニティはというと，まったく
もって無頓着である。「学術情報流通（scholarly com-
munication）」などというコミュニティが存在すること
も，あまり認識されていないし，多くの場合，「学術情
報流通」という用語すら知らない。研究評価自体は，研
究者の一大関心事ではあるが，「研究評価」と「学術情
報流通」が相互に関係しているなどということは，思い
も及ばないのが通常である。
　学術情報流通コミュニティと研究者コミュニティとの
間のこのような断絶関係にあっては，研究評価への働き
かけを通じて解決可能な問題が仮にあったとしても，解
決不能である。
　一方で，「学術情報流通と研究評価の関係性は何か？」

「何をすれば，何の問題が解決するのか？」という問い
をたててみると，もやもやしていて，これらへの明快な
回答は意外と用意されていないことに気づかされる。し
かし，それでは研究者コミュニティに働きかけて問題解
決を図ろうにも，研究者に声をかけることすらできな
い。
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　そこで，本稿では，学術情報流通と研究評価の関係性
について論考してみたい。研究評価に関わる問題を，学
術情報流通コミュニティと研究者コミュニティのそれぞ
れから検討し，研究評価の問題を解決しようとする動き
を紹介する。さらに，研究評価のあり方を検討するにあ
たって視野に含むべき視点を挙げ，学術情報流通と研究
評価のこれからについて，筆者なりの提案をしたい。

2.　  学術情報流通コミュニティの抱える課題

　学術情報流通は，研究者間における学術情報の循環を
指し，一般には大学図書館がその循環を介在する。学術
情報は，図書や論文，研究データなどからなり，大学図
書館は，学術情報の収集・保存・提供をその基本的な役
割とする。学術情報が記録される媒体は，印刷物から
CD/DVD，オンライン DB などへと変遷してきている
が，この「学術情報の収集・保存・提供」ができている
かぎり，大学図書館はその機能を果たしているといえ
る。ところが近年，その学術情報の循環がうまくいかな
くなっている。
　国立大学図書館協会の学術情報委員会下に設置された
学術情報流通検討小委員会は 2013 年，「学術情報流通の
現状と課題の整理のために」という検討報告書におい
て，学術情報流通に関わる動向と課題を，表 1 に示す
①～⑤としてまとめている。この報告書は，オープンサ
イエンスや研究データ管理，欧州研究助成機関を中心と
した「プラン S」の急進的政策が開始する以前に作成さ
れたものであるから，2020 年の今，作成されたのであ
れば，⑥，⑦などがさらに加わったであろう。
　これを見て明らかなことは，これら学術情報流通の課
題がすべて，学術情報におけるデジタル化の進展と，大
手商業出版社の寡占状態に伴う学術情報流通コストの上
昇に端を発すということである。
　電子ジャーナルは，学術論文のデジタル化により生ま
れた。物理的な流通を必要としない電子ジャーナルは，
研究コミュニティにおける学術論文の飛躍的な共有拡大
に一役を担う一方，「ビッグディール」という契約方式
により，大手商業出版社の寡占状態にもつながった。学
術情報流通コミュニティはこれから逃れるため，学術情
報は万人にアクセス可能であるべきという「オープンア
クセスの理念」を打ち立て，それを実現するための「機

関リポジトリ（グリーン OA）」と「オープンアクセス
出版（ゴールド OA）」を考案，推進した。大手商業出
版社を排した学術情報流通が試みられたわけであるが，
それでもなんらかの「コストと負担」は伴う，というこ
とも併せて認識されるようになった。
　その後 2013 年の G7 の宣言 2）により，研究データなど
のデジタル学術情報も万人に共有されるべきという

「オープンサイエンスと研究データ管理」の理念が世界
的に拡がった。ただし，ここにおいても，大手商業出版
社は研究データ管理にビジネスチャンスを見いだし，食
い込んできている。2018 年 9 月には，欧州を中心とし
た 11 の研究助成機関が，学術論文の出版後，即座オー
プンアクセスを求める「プラン S」を発動し 3，4），商業出
版社の購読誌やハイブリッド誌に対してオープンアクセ
ス誌への転換を迫った。これにより，購読費と OA 出
版経費を合わせた「移行契約（OA 出版契約）」が世界
的に試行されるようになった。
　学術情報流通コミュニティにおけるここ 20 年あまり
の動きをダイジェストで紹介したが，これらは全般に，

「大手商業出版社への対抗」の観点から説明できる。

3.　  学術情報流通からみた「研究評価の問題」

　では，「大手商業出版社への対抗」と「研究評価」は
どのように関係してくるのか。
　大手商業出版社への対抗は，1）大手商業出版社に対
する交渉力を強め，契約額を引き下げる，2）OA でア
クセス可能な論文の比率を世界的に高め，購読料を必要
とする論文比率を縮小する，3）機関リポジトリや会員
費用分担方式など，大手商業出版社を代替する出版プ
ラットフォームを構築する，4）契約方式を見直し，
ビッグディールの一括契約から，雑誌のタイトル単位の
契約にする，あるいは，完全に契約を打ち切る，などに
より行われる。
　1）は各国とも国内に大学図書館コンソーシアムを形成
することで，交渉力を高めてきた。近年では，大学執行
部も交渉チームに引き込む方策も講じられつつある。4）
については，アクセス可能な学術情報が激減するため，
可能なかぎり回避したい手段である。これら方策に対し
て，2），3）は全般に，大手商業出版社を排した論文の
OA 出版・公開を模索する。しかし残念ながら，2），3）
は十分に成功しているとはいえない。図書館員などの多
大なる協力と，文書管理に関わるベーシックな機能のみ
の上に成り立つ出版プラットフォームは，経済力に物を
言わせ，きめ細やかな機能性にあふれる商業出版社の学
術出版プラットフォームに対して，研究者を惹き付ける
だけの十分な魅力がないのである。
　研究コミュニティが大手商業出版社の提供する学術情
報流通のプラットフォームから離れない理由は，表 2 に
示すようにいくつかある。全般には，「惰性」，「機能
性」，そして「研究評価」の問題に行き着く。
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表 1　学術情報流通に関わる動向と課題

①　購読モデルとビッグディール
②　オープンアクセスの理念と運動
③　機関リポジトリの動向と課題
④　オープンアクセス出版
⑤　学術情報流通のコストと負担
⑥　オープンサイエンスと研究データ管理
⑦　プラン S と移行契約（OA 出版契約）

出典：参考文献 1）から筆者が編集



　「惰性」や「機能性」の問題については，大手商業出
版社との購読契約を打ち切らなくてはいけないという危
機感を，研究者にも共有してもらうことを通じて，かろ
うじて乗り切ることができる可能性がある。しかし，大
手商業出版社の学術出版プラットフォームにある「権威
ある学術雑誌」や「インパクトファクター（IF）の高
い学術雑誌」を無視して，2），3）などの手作りの学術情
報プラットフォームを利用して欲しいということは，そ
れが研究者の「研究評価」に直結するだけに，無理に願
うことはできない。大手商業出版社に対抗するために，
研究者のキャリアや研究費獲得に差し障りがあったら元
も子もないのである。
　また研究評価は，研究者一人ひとりの問題というより
は，研究者の属する分野の研究コミュニティや，研究者
の所属する機関，研究助成機関，国などの，外的評価枠
組みに依存する。外的評価枠組みにおいて，「権威ある
学術雑誌」や「IF の高い学術雑誌」が評価されるとき，
研究者や学術雑誌運営主体をこれらから引きはがすに
は，どうすればよいのか？　そこで，先に触れた「プラ
ン S」では，研究助成をする際，「サンフランシスコ研
究評価宣言（DORA）」に準ずると発表した 5）。同宣言
は，研究評価において「学術雑誌の IF 等」ではなく，

「論文等の質」を評価すべきという立場を取る。このよ
うに，研究評価を行う主体が，研究評価のあり方に直接
介入する動きもある。
　しかしここまで考えたとき，学術情報流通の問題を解
決するためだけに，研究評価の問題に切り込む必然性を
疑問視せざるを得ない。研究コミュニティが慣れ親しん
だ，既存の学術雑誌群を温存したかたちで，学術情報流
通コストを縮小するという方策は考えられないのだろう
か。世界の機関リポジトリを情報インフラとして，学術
雑誌の出版をオーバーレイジャーナルとして実現すると
いう，オープンアクセスリポジトリ連合（COAR）の提
唱する「次世代リポジトリ（NGR）」 6）は，一つの有効な
方策であろうが，コンセプトが複雑なためか，大きなう

ねりとなって発展する兆しはいまだ見えない。
　いずれにしても，学術情報流通コミュニティからみた

「研究評価の問題」は，研究評価の中心となる「権威あ
る学術雑誌」や「IF の高い学術雑誌」の多くが大手商
業出版社に握られていることに起因するといえる。

4.　  研究者からみた「研究評価の問題」

　研究者にとっても，「研究評価」は重大な関心事であ
る。
　研究者にとっての研究評価は，査読や引用を通してな
される論文への評価か，定期評価や昇進，採用の際の研
究者評価を通じてなされる。これらはいずれも，自身を
研究者として成り立たせるための，重要な機会である。
このように評価される機会がなかったら，自分の研究
も，自身が研究者であることも，人に認められる機会が
なくなる。つまり，自分が「研究者」でも「大学教員」
でもなく，単なる「人」になってしまう。研究評価を忌
み嫌う風潮もあるが，それは多くの定期評価が，研究の
中身に踏み込まないまま，研究者の業績を機械的に点数
化するだけの，形式的な「研究者査定」となってしまっ
ているからである。
　研究評価は本来，プラスの「学問の循環」を維持する
うえで，欠かせない存在である。ある研究が「優れた研
究」と適正に評価されれば，この研究成果を生み出した
研究者も「優れた研究者」と見なされ，これは新たな研
究費獲得や研究者の昇進につながる。こうした報酬は，
ますます優れた研究を生み出すモチベーションを研究者
に与え，「優れた研究」につながる（図 1）。
　これに対して，現在では，マイナスの「学問の循環」
が生み出されている。研究評価において，論文数や被引
用回数などの量的指標が過度に利用されることにより，
こうした量的指標に強い研究者が「優れた研究者」とし
て評価されるようになってしまった。これは研究者に
誤ったインセンティブを与える。つまり，論文数や被引
用回数においてよく見えるように，研究成果を小刻みに
出して業績を水増ししたり（salami slicing），被引用回
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表 2　 研究コミュニティが大手学術情報流通プラット 
フォームを利用し続ける理由

（研究者の立場）
①　自身の慣れ親しんだ学術雑誌が提供されている。
②　 多くの学術雑誌が提供され，雑誌横断的な検索性や分

析性に優れる。
③　 研究評価において評価される，所謂「権威ある学術雑

誌」が発刊されている。
④　学術出版プラットフォームの使い勝手が良い。
（学会等，学術雑誌発刊者の立場）
⑤　 学術雑誌運営のプラットフォームが機能性に優れてい

る。
⑥　論文をプッシュ型でマーケティングしてくれる。
（全般）
⑦　学術情報流通コミュニティの問題を共有していない。

図 1　研究／研究者評価の正のインセンティブシステム



数が稼げるように，キャッチーなタイトルを採用した
り，参考文献や共著者において操作をしたりといったこ
とが横行する。時間をかけて研究を綿密に検証している
のでは論文数が稼げないため，初期的な結果が出た段階
で論文発表をし，そのテーマを突き詰めないままに次の
研究テーマに移る。さらにエスカレートすると，データ
ねつ造などの研究不正も横行するようになる。つまり，
量的な指標が強調されることにより，研究の希釈化やご
まかしが起こり，マイナスの「学問の循環」に陥るので
ある（図 2）。
　研究者から見ても，現在の点取り競争（publish or 
perish）を促すような研究活動と研究評価の現状は，何
かおかしいと感じている。しかし，量的指標は一見，透
明性と客観性の高い評価方法であるし，若手の研究者と
なれば特に，評価制度に対してもの申せる立場にないた
め，この量的指標に基づく評価方法が，継続的に利用さ
れている。また現代のように，学問が爆発的に拡大し，
一方でミクロレベルにみると，学問がタコツボ化する
と，自分の研究を評価できるだけの専門的知見を有する
研究者が少数すぎて，昇進や採用において適切に評価で
きない場合が多いということも事実である。
　なお学術論文に関わる量的指標が研究評価に用いられ
るようになったのは，電子ジャーナルのための学術出版
プラットフォームが，世の中に生み出されてからのこと
である。学術論文や学術雑誌が印刷体であった時代に
は，ある研究者が過去に執筆した総論文数，ましてや，
それら論文の総被引用回数を把握することは，ほぼ不可
能であった。ところが，これら論文が，著者名や参考文
献に挙げられた論文名で容易に検索可能となったため，
論文数や被引用回数，ある雑誌における平均的な被引用
回数を示す IF が自動計測可能となり，研究評価におい
て用いられるようになった。ここにも，学術情報流通と
研究評価の接点がある。デジタル時代の産物である電子
ジャーナルが，学術情報流通と研究評価とを結びつけた
のである。

5.　  研究評価に関わる問題を解決しようという取り組み

　研究評価に関わる問題を解決しようという取り組みも
なされている。
　まず，いくつかの基本原則が提唱されている。研究評
価における量的指標の過度な使用，特に学術雑誌の評価
指標であるはずの IF を個々の論文や研究者に対する評
価の代替指標として利用する慣習の問題については，

「研究評価に関するサンフランシスコ宣言（DORA）」
（2012） 5）や「研究計量に関するライデン声明」（2015） 7，8）

において注意喚起がなされている。また，2019 年の第 6
回世界研究公正会議において打ち出された「香港原則」
は，「信頼できる研究につながる行動（responsible re-
search practices）」を評価し，不適切な研究行動を縮小
に導くよう求めている 9）。
　「オープンサイエンスと書誌多様性を求めるジュ
シュー宣言」（2017）も，研究評価の変革を求めてい
る 10，11）。この宣言は，学術情報流通が一部の大手商業出
版社に支配されていることを問題意識として持ち，学術
出版の多様性を大枠として求める。研究評価について
は，それぞれの研究コミュニティで形成された学術情報
流通媒体を大事にすることを求める。こうしたローカル
の学術情報流通媒体を大事にすることは，「研究の多様
性」を担保するうえでも重要である。研究者は一般に，

「IF の高い国際誌」において採択となるために，欧米中
心の査読者になじみある研究テーマを選び，ローカルな
課題や，データベース編纂などの地味だが当該分野にお
いて基盤整備的な課題，また意表を突くような斬新な研
究テーマを敬遠するようになるのである。
　研究助成機関においても，研究評価を変革する動きが
出てきている。英国は，大学への運営費交付金算定のた
めに 1986 年から行っている研究評価制度（RAE）を
2014 年に実施するに当たり，評価の観点として「研究
の社会・経済・文化へのインパクト」を新たに導入し
た。これに伴い，この研究評価は REF と改称された 12）。
また，RAE/REF で用いられていた量的指標の影響が
REF2014 に つ い て 分 析 さ れ，「The Metric Tide」

（2015）としてまとめられた 13，14）。この報告書は，量的
指標のみで REF を行うことはできないが，量的指標
が，専門家等による質的評価を部分的に補える可能性を
指摘した。この報告書は大きな影響力を持ち，「責任あ
る研究指標（responsible research metrics）」という考
え方が生み出された 15）。
　より最近では，「プラン S」を推進する研究助成機関
が，研究助成において「DORA の精神」を尊重すると
発表した 5，16）。これは，出版後即座の OA 出版を求める

「プラン S」に準じると，「権威あるジャーナル」に論文
発表をすることができなくなり，研究費獲得やキャリア
形成において不利益が生じる，という研究者の訴えを受
けてのものである。英ウェルカム財団は，その「OA ポ
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図 2　研究／研究者評価の負のインセンティブシステム



リシー 2021」において，研究を質的に評価することと，
量的指標の誤用を避けることを発表し，これに伴い，研
究助成を得る機関がそのホームページにおいて，自機関
の研究者を評価する際のポリシーを公開することを求め
た 17）。
　国レベルでも，研究評価改革に乗り出す動きがみられ
る。オランダでは，4 名の科学者が 2013 年 11 月，大学
における科学の現状と課題に関するポジションペーパー

「Science in Transition」 18）をオランダ王立芸術科学アカ
デミー（KNAW）で提示したのを契機として，科学大
臣を含む全国レベルの議論が巻き起こり 19），2019 年に
は，オランダ大学協会（VSNU），オランダ科学研究機
構（NWO），オランダ大学病院連合（NFU），オランダ
衛生研究開発組織（ZonMW）により，オランダ国内の
新たな研究評価枠組み「Room for everyone’s talent」
が発表された 20）。現在，オランダの大学ではこれの実施
に向けて動いている。オランダのこの動きは，EU の
オープンサイエンス関連政策にも影響を与えているた
め，今後，欧州域内で影響力を持つ可能性がある。
　一方，中国も 2020 年 2 月，教育部と科学技術部が共
同で「大学における SCI 論文の関連インデックスの使
用の規制―正しい評価オリエンテーションの確立に向け
て」という通知を出し，世界を震撼させた。中国はこれ
まで，「IF の高い学術雑誌」における論文発表を奨励
し，大学においては研究者に対して報奨金を出してい
た。この通知は，こうした報奨制度を禁じ，研究評価を
可能なかぎり質的に行うことを求める。また，同時期に
発せられた科学技術部の「論文のみに依拠する科学技術
評価の悪影響を排除するための措置（試用版）」では，
研究評価において提示可能な「代表的な作品の数」を 5
点以内に制限し，しかも「代表的な作品」の 1/3 は，国
内の学術雑誌に発表することを要求する。この研究評価
改革は，国内の学術雑誌振興政策になっていることにも
注目したい 21）。
　ここに挙げた取り組みの多くは，研究助成機関や政
府，出版社などが主導しており，アカデミア主導ではな
い。オランダは唯一，アカデミアが主導しているが，政
府も関与している。DORA は，米国細胞生物学会で
2012 年に発案されたが，これを始めたのは学会誌のエ
ディターや出版社のグループであった。研究評価は，ア
カデミアが自らの研究活動とその成果を評価すべきなの
に，このような現状には問題を感じざるを得ない。その
ようななか，学会組織ではないが，欧州大学協会

（EUA）は早い段階からオープンサイエンスとの関連で
大学における研究評価のあり方について検討し，2018
年と 2019 年にそれぞれ，「EUA の研究評価に関わる
ロードマップ」 22）と，「大学における研究評価のコンセ
プト，課題，アクター」 23）をとりまとめている。

6.　  研究評価改革の課題と留意点

　前節で挙げた事例の多くは研究評価改革の方向性とし
て，①IF などの論文の代替指標の利用の制限，②質的
評価の推奨，③評価指標の多様化を掲げる。
　評価指標の多様化という観点では，社会への影響度を
SNS 等を通じて計測する Altmetrics が代表選手である
が，上述の英 REF におけるインパクト評価 12）も同様の
意図を有す。また，「オープンサイエンスと書誌多様性
を求めるジュシュー宣言」 10，11）が学術出版の多様性を求
める先には，研究の多様性がある。香港宣言 9）や「The 
Metric Tide」 13）は，「責任ある研究指標」を求める。こ
れは研究論文のみでなく，研究行動も評価しようという
試みである。同様に，大学における教育研究活動や大学
運営に関わる活動も総合的に評価すべきという視点が
EU 24，25）や EUA 22，23）から出されており，オランダにおけ
る「Room for everyone’s talent」 20）も，そのような趣旨
に基づいている。
　一方，これら研究評価改革の実現においては，以下に
挙げるような課題や留意すべき点がある。
（1）量的指標排除の難しさとその有用性
　研究評価は，電子ジャーナルシステムにより量的指標
が計測可能となる以前は，質的に行われていた。その頃
は，ある研究を他の研究と客観的に比較的する手段がな
く，評価者の感覚に頼らざるを得なかった。評価者の価
値観に引きずられ，「えこひいき」となっているとの批
判もあった。だからこそ，量的指標が計測可能となった
ときに，アカデミアも含め，皆がこれに飛びついた。量
的指標には一定の客観性があるのである。
　また IF は，ある学術雑誌の平均的な被引用回数を示
すもので，個々の論文の評価を示す指標ではないという
批判がある。しかし，個々の論文が引用されるまでには
数年単位で時間が必要であり，若手研究者の次のポスト
への応募や，毎年の研究助成申請，定期的な研究者評価
までに結果が出ていないことが多い。このため IF は，
速報的な意味合いにおいて，個々の論文の質の代替指標
として利用されていたのである。
　これらを踏まえると，研究評価における量的指標は，
これを「参考指標」として適切に用いるのであれば，一
定の有用性があり，それだけに排除することは難しいと
もいえる。「研究計量に関するライデン声明」は，主張
する 10 項目もあり，訴求力が一見弱いのであるが，量
的指標を廃除するのではなく，参考指標として適切に用
いるべきと一貫して述べている 7）。
（2）質的評価実施上の課題
　質的評価は，量的指標に比べて，人的・時間的リソー
スを必要とする。また，質的評価の客観性を保つため
に，複数の評価者や多段階評価などを取り入れるとなる
と，人的・時間的リソースがなおさら必要となる。
　質的評価はまた，評価における「価値観」を必然的に
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伴う。「流行の研究テーマ」と「ニッチなテーマ」のど
ちらを取るのか，「研究メイン」で評価をするのか，「教
育活動や大学運営の貢献」も重視するのか，これらの評
価基準を「構成員全員に画一的に求める」のか，「一人
ひとりを個別に評価」するのかは難しい問題である。結
局のところ，そのときの評価者や，ケースバイケースの
判断に委ねる必要があるが，研究評価における「判断基
準」と「評価の透明性」との間でどのようなバランスを
保つか，微妙なさじ加減が必要となってくる。
（3）価値観の変革とオープンサイエンス
　評価指標の多様化が求められているが，これは評価者
のみならず，評価されるアカデミアの価値観の変革も伴
う必要がある。たとえば，これまではアカデミアが，同
僚のアカデミアの論文を，学問の専門家の見地から，評
価していた。つまり，当該論文は，「当該学問分野の進
展に寄与するか」という観点から評価されていた。とこ
ろがここに「社会への影響力」を評価する動きが出てく
ると，大きな番狂わせである。「学問の発展」に有用な
研究と，「社会に影響」を持つ研究は必ずしも一致しな
い。また，「社会への影響力」を測るには，アカデミア
が評価するより，社会が評価したほうが適切ともいえ
る。しかし社会が，研究の最先端を理解し，適切に評価
することができるかという問題も別途ある。
　一方で，学術も現在，「オープンサイエンス」という
新しい研究パラダイムに移行しつつあり，評価指標の多
様化もこの動きと連動しているとみることもできる。
オープンサイエンスは，デジタル技術の特性を最大限活
用し，研究資源の共有化やオンライン上の協働を強く推
進する。これまでの学術は「競争（competition）」を基
調とし，貴重なデータも，研究上の新発見も，独り占め
にして勝ち残ることが，優れた研究者の証だった。これ
に対してオープンサイエンスは「協働（collaboration）」
を基調とし，一人の勝者というよりは，チームサイエン
スを尊ぶ。
　評価指標の多様化は，指標側のみでの操作では浸透さ
せるのが難しいと考えられるが，こうした大きな学術変
革のうねりとともに徐々に浸透していくものと思われ

る。なお，オープンサイエンス政策を強力に推進する
EU 24，26）では，オープンサイエンスに関わる研究評価の
あり方について，検討が進められている。
（4）国際的通用性の確保
　オランダや中国などにおいては，先進的な評価手法が
導入されつつある。これら国々の課題は，国際的通用性
を如何に担保するかというところにある。学術には国境
がなく，特に理数系の研究であれば，優れた研究は，国
境を越えても評価されて当たり前である。研究者もま
た，国境を越えて，多様な国や大学等にポジションを異
動するから，国によって評価基準が異なると，困ること
となる。たとえば，「代表的論文」数点に限定して研究
評価をする機関の研究者が，そのような評価の考え方を
導入していない機関に応募する場合は，なりふり構わず
論文を量産していた研究者に敗することとなる。
　次世代の研究評価体系は，一部の国や大学により先行
して実施され，徐々に世界に拡大していくと思われる
が，これら新しい研究評価体系が迅速に，世界に拡大す
ることが望まれる。政府レベルの国際協調や，いくつか
の宣言への署名促進など，世界的な啓蒙活動（アドボカ
シー運動）が肝要である。
（5）重層的研究評価への認識
　ここまで「研究評価」と一括りにして述べてきたが，
研究評価には，表 3 に示すように，複数のレイヤーがあ
ることを認識する必要がある。①の「査読，引用」は，
研究評価の最も基本となるが，これが質的に行われてい
るのは間違いない。その意味で，量的指標への批判は，
①で行われる質的評価を量的指標に転化し，それを利用
する②～⑤の研究評価に対するものであることがわか
る。また，②～④は量的指標のみで行われることはな
く，それぞれ採用面接や研究助成申請書，法人評価書な
ども伴うことから，批判があるとしたら，そうした総合
評価における量的指標の位置づけや重みということにな
る。
　表 3 の⑤でイメージしているのは，経済協力開発機構

（OECD）などにおける各国比較である 27）。OECD の科
学技術分野の報告書においては，たとえば「Top10% 論
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表 3　研究評価のレイヤー

①　研究者　　　　　　　　　研究者
　　　➢査読，引用　　　　　　　　　　　　（評価対象：論文）
②　学術機関　　　　　　　　研究者
　　　➢採用，昇進，定期評価　　　　　　　（評価対象：研究者）
③　研究助成機関　　　　　　研究者
　　　➢研究助成，中間 / 最終評価　　　　　（評価対象：研究助成）
④　政府　　　　　　　　　　学術機関
　　　➢法人評価，認証評価　　　　　　　　（評価対象：学術機関）
⑤　国際機関等　　　　　　　学術機関
　　　➢各国比較，ランキング　　　　　　　（評価対象：国の科学技術力・基盤）

注 1）「A　　　　　　B」は，「A が B を評価」を意味する。
注 2）「➢」は，「評価の場面」を意味する。



文数」などの研究成果指標だけでなく，「研究者数」，
「科学技術予算」など，科学技術への投資を含む，さま
ざまな指標が比較可能である。
　ただし，ここで主張したいのは，「国際機関で数値比
較をするから各国政府も数値指標を気にし，これが学術
機関や研究者に対する数値要求につながる」ということ
ではなく，むしろ，「こうした量的指標が，各国の科学
技術政策を検討していくうえで決定的に大事である」と
いう事実である。各国は，「Top10% 論文数」などのア
ウトプット指標の各国比較により自国のポジションを知
り，「研究者数」や「科学技術予算」などのインプット
指標から，これからどのような科学技術投資をしていく
べきかを知る 28）。無論，こうした本来の指標の使い方か
ら離れて，「Top10% 論文数」のランキングのみが国レ
ベルで気にされている印象は免れないが，だからといっ
て，自国の科学技術ステータスの客観的把握と，それに
応じた科学技術政策の立案と実施を怠る，あるいは取り
やめてよいわけではない。また，こうした数値は，国民
への説明責任の観点からも，なくすわけにはいかない。
　つまり，量的指標は一定の有用性も必要性もあるた
め，その使い方に気をつけながら，利用していく必要が
ある。また，研究評価は複数のレイヤーで，それぞれの
目的と手法で行われるため，量的指標と質的評価のバラ
ンスや使い分けを考えていく際は，レイヤーごとに，ま
た，レイヤー間の相互作用も含め，総合的なシステムと
して検討していく必要がある。

7.　  なぜ今，研究評価か？

　本稿は『薬学図書館』に掲載されるため，学術情報流
通コミュニティの直面する「研究評価」の問題から始め
たが，学術情報流通コミュニティ以上に，研究コミュニ
ティにとって「研究評価」が重大な問題であることは間
違いない。研究評価のあり方によって，自身の研究者
キャリアが論文採択，研究費獲得，新規採用，昇進にお
いて決まっていってしまうし，図 2 に示したような「研
究／研究者評価の負のインセンティブシステム」によっ
て，研究者は量的指標に追い立てられ，優れた研究を生
み出せない悪循環に追い込まれるからである。IF など
の学術雑誌に関わる量的指標が，学術の優れたエコシス
テムに与えた壊滅的ダメージは，研究コミュニティにお
いても深刻に受け止められている。
　この量的指標の破壊力に対する対策は，いまだ一部の
国の研究助成機関や大学で取り組まれているだけである
が，これが国際的に拡がり，また，そこに学会組織など
のアカデミアが主体的役割を今後果たすことを期待した
い。オープンサイエンスという新たな研究パラダイムに
おいて，自身の分野がどのような研究体制を敷き，社会
とのつながりにおいて，どのようなアウトプットを出し
ていくのかを構想したうえで，これの好循環をもたらす
研究評価のあり方が検討されるとよい。オープンかつデ

ジタルな研究体制から生み出されるアウトプットは，必
ずしも論文だけでなく，研究データやコード，協働プ
ラットフォームなどがあり，また，社会にとっても受け
止められる解説記事や技術レポート，教養書，教科書な
ども，評価されてしかるべきである。論文以外の学術情
報流通媒体が評価されるような研究評価体系の構築が望
まれる。研究評価は，学術の好循環を生み出すものでな
いと意味がないのである。
　図書館コミュニティにとっての一大問題である「大手
商業出版社への対抗」は，学術論文が研究評価の中心と
なっているかぎり，解決されない。オープンサイエンス
の流れに伴い，論文以外のアウトプットが重要となって
いくなか，これらが研究評価に組み込まれるように運動
することが，学術情報流通コミュニティには望まれる。
　「研究評価」になど食い込んでいけないと思うかもし
れないが，学術情報流通コミュニティだからこそ，特に
力を発揮できることがある。学術情報流通を担う者とし
て，1）論文以外の学術情報についても，機関内の研究
者と紐付けられるように，メタデータの付与やスキーマ
の構築で工夫をする，2）オープンサイエンスの流れに
ついて学内で啓蒙活動を行い，論文のみが評価される
時代ではないことを研究者が認識できるようにする，
3）論文以外の学術情報が大手商業出版社に握られてし
まわないように，「書誌多様性」の精神に賛同し，大学
や国においてもこの精神が採択となるように運動するこ
となどが望まれる。
　学術情報流通と研究評価は，切っても切ることのでき
ない関係にある。オープンサイエンスという大きな時代
の変わり目において，両者は相互に作用しながら，新た
なパラダイムに移行することが求められている。
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