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大学の研究戦略支援業務を支える
研究力分析ツール
やま の まさひろ

山野真裕
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（3）
などの分析が行われている（2）
。

本稿では、大学の研究戦略の立案支援や研究開発の
現場で用いられている、主な研究力分析ツールを取り
上げて比較し、その特徴を紹介する。

＊
†

鳥谷真佐子

2．研究力分析ツールの概観
現在、日本の大学で導入されている主な研究力分析

1．はじめに

ツールは、トムソン・ロイター社およびエルゼビア社

近年、日本の大学の研究力を測る取り組みが、国と

によって提供されており、表 1 のように位置付けられ

して本格的に行われている。研究力は、研究のアウト

る。研究評価・分析のための様々な機能を提供する

プットである論文生産の状況、および、研究を行うた

InCites や SciVal を用いることによって、大学や組織

めのインプットである研究費や研究時間、支援体制の

の強みや比較、共同研究の状況などの研究力分析を行

状況などから評価されている（1）。特に、発表された論文

うことができる。また、プロファイリングの機能を提

の引用関係から研究力を評価・分析するアプリケーショ

供する Converis や Pure を用いることによって、所

ンが急速に発展し、多くの大学で導入が進んできた。

属する研究者ごとの論文情報や業績、プロフィールな

論文の質を測るために用いられるのが、論文の引用

どを統合して管理・公開することができる。なお、こ

関係である。多くの論文から引用されていれば、その

れらのツールは、それぞれの提供者の抄録・引用文献

研究は、その後に行われた研究への影響が大きいもの

データベース Web of Science や Scopus をデータソー

と捉えられる。また、論文共著の情報によって、国内

スとして活用している。

外の機関をまたぐ共同研究の状況を見ることができる。
大学では、研究推進部門や大学図書館の職員、ま
た、研究マネジメントの専門職として近年配置され
ているリサーチ・アドミニストレーター（University
Research Administrator: URA）などによって活用が
進み、各大学の研究分野の強みや国際共同研究の状況

表 1．主な研究力分析ツールの位置付け
提供者機能

トムソン・ロイター社

エルゼビア社

研究評価・分析ツール

InCites

SciVal

プロファイリングツール

Converis

Pure

抄録・引用文献データベース Web of Science

Scopus

表 2．研究力評価・分析ツールの比較
提供者
トムソン・ロイター社
エルゼビア社
製品名
InCites NEXT GENERATION
SciVal
データ 抄録・引用文献データベース Web of Science Core Collection
Scopus
ソース 出版社数
3,500 以上
5,000 以上
雑誌数
12,000 誌以上
21,000 誌以上
日本国内ジャーナル
250 誌以上
400 誌以上
引用情報
1900 年以降
1996 年以降
主なジャーナル分類
22 分野、251 小分野
27 分野、307 小分野
製品の 提供形態
Web ベース
Web ベース
仕様等 アクセス権ユーザー数
契約による
制限なし
データ更新頻度
2 ヶ月に 1 回
毎週
分析
国・地域
約 230
約 220
対象
大学・研究機関
約 4,600
約 4,600
学内組織
学内組織別分析が可能
Pure と連動した学内組織別分析が可能
個人
世界中の研究者の分析
世界中の研究者（Author Profile）の分析
分析対象の選択
上記の、国・地域、大学・研究機関、個人の間で同時に比較可能
上記の、国・地域、大学・研究機関、学内組織、個人の間で同時に比較可能
対象期間
2004 年以降
1996 年以降
ベンチ 論文数
Web of Science Documents
Scholarly Output
マーク 被引用数
Times Cited
Citation Count
機能の 引用されている論文の比率 % Documents Cited
Cited Publications
主な分 論文あたりの平均被引用数 Citation impact
Citations per Publication
析指標 標準化された被引用度
Impact Relative to World
Field-Weighted Citation Impact
引用された国の数
Numbers of Countries Cited
Number of Citing Countries
高被引用論文
分野・年ごとの Top 1%, 10% について、それぞれ率で表示 Top 1%, 5%, 10%, 25% について、それぞれ論文数・率で表示
国際共著論文等
国際共著論文について、論文数・率、及び被引用数を表示
国際／国内／機関内／単著について、論文数・率、及び平均被引用数を表示
学際性等に関する指標
Disciplinarity Index Interdisciplinarity Index
Competency（大学の強み）分析の Science Map で可視化
2 次引用に関する指標
2nd Generation Citations
h-index
h-index
h-indices（h-index, g-index, m-index）
自己引用に関する指標
% Self Citation
"Exclude self-citations" オプション
ジャーナル指標
Impact Factor, Quatile
SNIP, SJR
その他 大学ランキングへの対応
・THE 世界大学ランキングに使用された大学のプロフィー
ルデータを収録（Institutional Profiles Data）
の主な
機能
その他の分析手法
・世界トップ 1% 機関（ESI）収録有無（ESI Ranked）
・共引用分析による大学の Competency（強み領域）分析
・ニュース・Web 情報に基づく分析
・研究機関同士のコラボレーション分析
主なカスタマイズ機能
・研究者グループ・部局の作成
・研究者グループ・部局の作成
・論文リストのアップロード
・論文リストのアップロード
出典：各社提供資料
Thomson Reuters, InCites Indicators Handbook, 2014.
Elsevier B.V., SciVal Metrics Guidebook Version 1.01, 2014.
ヒヤリングに基づき作成（2014 年 9 月現在）
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主な分析指標に着目して 2 つの研究評価・分析ツー

関を対象としたランキング分析などの研究評価を行う

ルを比較したものが、表 2 である。指標の表現の仕方

ことができる。InCites は ESI の機能も含んだ統合的

は提供者によって異なるが、（1）論文数などの生産

な分析を行う。

性、（2）被引用数などの影響力、（3）国際・産学共著

（3） JCR：学術雑誌の評価を把握するためのツール

などのコラボレーション、（4）高被引用論文などの優

学術雑誌を対象として、研究分野や国、出版社など

位性、（5）論文数と被引用数から算出される h 指数

の区分ごとに、総被引用数、インパクトファクターな

（h-index）、といった指標が、共通して採用されている。

どの指標によりランク付けすることができ、その雑誌

これらの指標が、一般的によく参照される、研究力分

が当該分野でどの程度の位置付けであるのかなどの判

析の軸となっているところである。

断材料を得ることができる。

実際にこれらのツールを使用するとわかるが、ユー
ザーインターフェースが全く異なり、指標のグラフ化
などを行う際にそれぞれの特徴が出る。

3.2

Converis

Converis は、プレ・アワードおよびポスト・アワー
ド（4）のマネジメントモジュールを有する研究マネジメ

3．主な研究評価・分析ツールの特徴

ントシステム（5）であり、機関内の他のシステムとの連

3.1

携が出来るなどの特徴がある。その機能の一つとして、

InCites NEXT GENERATION

2014 年 7 月 に、
（1）InCites、
（2）ESI（Essential Science Indicators）、（3）JCR（Journal Citation Re-

研究者個人・学部・機関のパフォーマンスを把握する
プロファイリングツールがある。

ports）の 3 つの機能を統合した新たな研究評価・分析

欧州では、大学内のプロジェクト申請や進捗管理で

プラットフォーム InCites NEXT GENERATION が公

の利用が進んでいる。日本では、InCites との統合後、

開された。これら 3 つの機能は、もともと別々の分析

2015 年に提供開始が予定されている。

ツールとして提供されていたが、統合により複合的な
分析が可能となっている。

3.3

SciVal

SciVal では、次の 3 つのモジュールを活用して、様々
な角度からの分析結果を、グラフ化、ビジュアル化し
て示すことができる。
（1） Overview：研究パフォーマンスを多角的に分析
するためのツール
大学などの研究機関や国・地域の研究パフォーマン
スの概要を捉えることができる。また、特定の研究チー
ムや研究領域を設定して分析することが可能であり、
高い自由度を有する。
図 1．InCites による大学の研究パフォーマンス分析の例

（2） Benchmarking：研究力を相対的に把握するため
のツール

（1） InCites：学術情報に基づく総合的な研究評価・
分析ツール

国・地域、研究機関、研究チーム、研究領域について、
様々な分析指標を使って自機関の研究力を相対的に捉

学術文献データベース Web of Science に収録され

えることができる。英国のトップ 8 大学が合意して設

た文献情報を基に、研究者単位、機関単位、国単位ま

定された研究評価のための指標である Snowball メト

た分野ごとなどの様々なレベルで、研究成果に関する

リクス（6）を含む（7）。

データを取得し、ランキング分析・共著論文分析など
を行うことができる。図 1 のように、論文数や被引用

（3） Collaboration：共同研究を戦略的に支援するた
めのツール

度の年次推移などのデータは、自動的にグラフ化され

論文の共著関係に基づいて共同研究状況を捉えるこ

る。ダッシュボードと呼ばれる表示機能を用いて、任

とができる。また、将来の共同研究候補を探るための

意のグラフ、データなどの情報を一画面上に保存し、

情報収集が可能である。

比較分析作業を行うことができる。また、次の ESI

図 2 は、Overview の 中 の 分 析 機 能 の 一 つ で あ る

と JCR の機能を用いた統合的な分析を行うためのプ

Competencies（8）を用いて、共引用分析によって機関

ラットフォームの役割を、InCites が果たしている。

全体の強みのある研究領域を可視化（9）した例である。

（2） ESI：高被引用論文に基づく研究評価ツール
ESI 単独では、高被引用論文情報に基づき、国や機

これは、成長性の高い新たな研究領域を視覚的に探索
できる SciVal の特徴的な機能の一つである。
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は、評価の対象にならないという問題があり、特に文
系の研究力のベンチマーキングは限定的である。また、
今後は、研究がイノベーションにつながったかという
視点や、投入した研究リソースと成果の関係も着目さ
れる。ユーザー会での意見交換でも、ファンディング・
エージェンシー（助成機関）の視点で、資金を重点的
に配分すべき研究分野を探索できる環境を求める声と
ともに、各研究者の資金配分状況や、論文を生み出し
図 2． SciVal による Competencies の分析結果例

3.4

Pure

た研究活動で活用された研究資金の情報を集約するこ
とで、インプットとアウトプットを総合的に把握でき
る環境を期待する声が挙げられている。

Pure は、 研 究 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム で あ り、 モ

現在は、提供者側からのツールの提案を受けた初期

ジュールの一つとして、研究者個人の研究パフォーマ

の段階と言える。有益な研究力分析の環境作りのため

ンスを把握するためのプロファイリングツール（旧

には、今後も引き続き、大学やファンディング・エージェ

SciVal Experts）が提供されている。大学が提出する

ンシー等のユーザー側からの知見をフィードバックし、

研究者のリストに沿って、組織情報の設定および名寄

率直な意見を発信していくことが必要であろう。

せが行われ、専用のウェブサイトから組織別に整理さ
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側で毎週更新される。また、著作物や特許などの情報
登録機能の利用や、学外への公開・非公開を選択でき、

を備えているかという点が求められている。一方、こ
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れらのツールは多機能であるがゆえ、ユーザー側に

［受理：2014-11-18］

研究者各人の業績を共通のプラットフォーム上で公表
するという使い方が可能となる。
例えば英国では、国による大学評価フレームワーク
（Research Excellence Framework: REF） に 対 応 す
るために、大学での Pure の導入が進んでいる。
4．おわりに
本稿では、多くの大学で導入が進んできた、主な研
究力分析ツールを紹介した。それぞれのツールの特徴
を考慮して、目的に応じて活用することで、分析の幅
が広がる。例えば、SciVal による大学の強みの可視
化（10）や、InCites による学際的な状況の数値的分析（11）
など、大学での取組事例が見られる。
研究力分析ツールは過渡期にあり、本稿で見てきた
2 社が提供するツールも、高頻度でバージョンアップ
が進められている。提供者側には、機能面の拡充だけ
ではなく、ユーザーが利用しやすいインターフェース

は、研究力分析のための利用技術の習得が求められて
いる。
今回紹介したツールで扱える研究力分析の内容とし
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ては、現状では、データソースに含まれる論文引用

Overview of Research Evaluation Tools for University

関係を中心とした研究のアウトプットに限定される。

Strategy.

従って、データソースに含まれない多くの日本語文献
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