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Early English Books Online and House
of Commons Parliamentary Papers
Oxford Internet Instituteの分析から
Early English Books Online (EEBO)は英国、
または英語で発行された
初期の印刷物132,000点
を電子化し、収録したもの
です。書籍、戯曲の脚本、
説教集、公文書、法的文
書、宗教関連文書、また初
期の優れた英文学作品な
どを出版当時のイメージの
ままオンライン上で閲覧す
ることができます。

2015年、英国の高等教育、継続教育並びに技能教育のために電子リソースとソリューションを提供する非
営利団体Jiscと、電子アーカイブと多様なリソースを提供する技術で定評のあるProQuestがEarly English
Books Online(EEBO)とHouse of Commons Parliamentary Papers(HCPP)の2つのコレクションが研究と
教育に与えたインパクトについて調査を行いました。EEBOとHCPPは10年以上前に英国でナショナルライ
センスされたリソースとして研究者の間ではよく知られており、様々な研究分野から利用者の興味を引いて
います。
この調査では、Oxford International Instituteが開発したTIDSR (Toolkit for the Impact of Digitised
Scholarly Resources) ツールキット(http://bit.ly/TIDSR)の原則を採用し、量、質ともに実証に基づくデー
タを詳細に分析し、電子コレクションが持つインパクトを調査しました。
分析にはこれらのコレクションの長期にわたる利用傾向やScopusからの計量書誌学的データ、また
Google Scholarや引用文献に関するその他のソースが利用されたほか、英国の高等教育機関に所属する
研究者、図書館員や学生へのインタビューとアンケート調査結果も含まれています。
この報告概要では、調査により明らかになった10項目についてご紹介します。

The House of Commons
Parliamentary Papers
(HCPP)は17世紀中期か
ら後期、ならびに18世紀
から20世紀までの英国議
会資料を収録した電子リソ
ースです。

報告書（完全版）は以下をご確認ください。
Meyer, E.T. & Eccles, K. (2016). The Impacts of Digital Collections: Early English
Books Online & House of Commons Parliamentary Papers. London: Jisc.
Available online: http://microsites.oii.ox.ac.uk/tidsr/case-study/2016-idc

調査で明らかとなった10の発見
「EEBOなしで研究を
進めることはできま
せんでした。EEBOが
どれだけ私の研究を
形作ったか言い表せ
ないほどです。」

1. 電子リソースの利用は変化しており、増加傾向にある
これら電子コレクションのインパクトは、現時点で人文学研究の全てに変化をもたらす「ビッグ・バン」と呼ばれ
るような大きな変化ではありません。電子リソースがこれまで成果を上げてきた理由のひとつは、研究者にと
って馴染みのあるリソースだったためです。研究者にとって、図書館で古い文献の閲覧方法を身につけ、質の
高いスキャンイメージを見ながら微細な部分を確認し、時に遠く離れた図書館に足を伸ばして研究を進めるこ
とはやむをえないことです。電子化の技術は、研究者がアーカイブ資料に気軽にアクセスしテキストを電子的
に検証すること、またセレンディピティ的な思いがけなく幸運な発見をすることを可能にしますが、それでも様
々な学術研究の手法のひとつとして根付くにはまだ時間が必要であり、現在も進行中のプロセスといえます。

（英国の研究生）

2. EEBOとHCPPの利用は過去10年間で着実に増加している
利用者はHCPPを比較的早い段階で見出しており、それに伴い利用数も安定しました。一方、EEBOはまだ新
しい利用者を獲得し続けていると言えます。近年は伸びが緩やかになっているものの、利用が安定するまで
はまだ成長の余地があると考えられます。2016年9月には新しいコンテンツも追加されました。

EEBOの利用は直線的なペースで増加していま
す。2005年から2008年にかけて1ヶ月のページ閲覧
数が5万から10万の倍になり、その後2011年までそ
の状態が続きました。次の20万ページへと閲覧数が
増加するまでにさらに4年かかっており、このことは電
子コレクションが研究活動に根付くまでに時間がかか
ることを示しています。

HCPPの利用も直線的な増加を見せています
が、EEBOと比較して緩やかです。月ごとのフルテキ
ストアクセスは2007年までに5万件まで増加しました
が、それ以降現在まで最大で5万から7.5万の間を行
き来しています。

地方史の研究に便利 3. トップ大学によるEEBOとHCPPの利用が多いものの、それ以外の中規模な教
なリソースです。4つ
育機関もこれらコレクションの利益を享受している
の地域にまたがって
英国のRussel Groupに代表される、トップレベルとされる大学以外の大学の文学および本の歴史に関するコ
多くの学生が在籍す ースでもEEBOが広く利用されていることがわかりました。EEBOを利用したコース編成により、学生が自身で
るこの大学では非常 貴重書を見つけ出し、本の歴史や関連する分野への興味を育てることを促しています。これはEEBOが利用
に貴重なリソースだと 可能になる前の、大学が持つ一部の特別コレクションを利用するだけではほぼ不可能だったことです。
言えます。
Open Universityでは、歴史と法律分野においてHCPPの利用が予想以上に多く、この利用はパートタイムの
（Open Universityの教員）

学生にまで波及しています。
しかしながら、トップクラスの大学がこれらのリソースをより多く利用していることに変わりはありません。EEBO
については、REF (Research Excellence Framework 2014)のランキングで上位3割に入る英文学科は、REF
における英文学科の全体の58%にのぼり、これらの機関がEEBOの全体的な利用の80%を占めています。こ
の差異はHCPPにおいては緩やかですが、REFにおいて上位3割に入る歴史学科はREFにおける歴史学科全
体の61%にのぼり、HCPPの全体的な利用の59%を占めています。言い換えると、REFでパフォーマンスが良
いとされる大学がこれらリソースを頻繁に利用しているということです。

4. 研究者は定期的に電子コレクションにアクセスしており、結果的に研究行動
に変化をもたらしている
この調査のために行ったサーベイでは、97%の回答者 (n=238) が特定のデータベースやコレクションが一
次資料へのアクセスのために「重要」な手法だと答え、Googleよりもはるか上位に位置づけられました。多
くの回答者はEEBOやHCPPを早い段階から利用しており、研究における電子コレクションの利用変化に影
響を与えています。
時間とともに、電子コレクションによりもたらされるセレンディピティ（思いがけない幸運な発見）についても明ら
かになってきました。キーワード検索で提示される予想を超えた検索結果は、研究者にとっても学生にとって
もリサーチにおける試す価値のある強力な実験道具です。

5. 人文学分野で利用されるリソースの種類は多岐にわたり、このことがアクセス
提供の課題となっている

「とにかく、いつもEEBO
を使っています。」

多くの研究者が特定のコレクションを日常的に利用する重要なリソースだと指摘しているのに対し、それらリソ
ースの種類は多岐にわたっていることがわかりました。事実、サーベイの集計では全部で136の電子コレクシ
ョンがリストされています。

（英国の研究者）
人文学・社会科学分野が他の研究分野と大きく異なることは、研究トピックのみならず、研究に必要なツール
が極めて多岐にわたることです。過去の調査では、例えば核物理学では、研究に必要とされる複数のジャー
ナルが明確に定義されており、必要に応じてその他のわずかなリソースを調査するだけで充分なことが示さ
れています。人文学ではこれに類似する的確なワン・ストップの手法がありません。この状況が多様な研究を
支援する基盤を提供するうえで課題になっているのです。

6. データが文献におけるEEBOとHCPPの引用の増加を示し、さらにEEBOと
HCPPを引用した出版物も頻繁に引用されている
Source
Google Scholar
Google Scholar cleaned & analysed 20
JSTOR
Scopus 23
ProQuest Dissertations & Theses

EEBO
5,950 18
799
296 21
467 24
1,002 26

HCPP
1,780 19
506
73 22
191 25
147 27

過去15年間にわたるEEBOとHCPPが出版物に与えたインパクトを控えめに見積っても、これら2つのリソース
を参照した出版物の増加は明らかです。これには書籍、記事論文、ならびに学位論文が含まれています。
しかしながら近年のデータでは著者引用の減少が見られました。これは出版物の内容がEEBOとHCPPを利用
した可能性が高いと言えるものの、利用の手段として特定することができないリサーチ手法だったためです。
これらのリソースを利用したほんの小数の著者が引用情報に注記を加えているにすぎませんでした。このこと
は以前から課題として指摘されていたことであり(Meyer, 2011; Meyer, et al., 2009; Siefring & Meyer, 2013)、
自動的な文献引用や人が読解可能なURL(Meyer, 2011, pp. 41, 56)のように、研究者が今後電子リソースを
正しく引用するために必要なシステム構築とそれらを使いこなすための訓練の必要性を改めて再確認する結
果となりました。
また、これらの出版物の近年における引用が減少しているうえに、人文学分野の出版物の引用率が最高値
に届くまでには長い時間がかかる傾向があり、最終的な数値の半分の引用数が判明するまでに6-8年の時
間を要するものもありました。

7. EEBOとHCPPを参照する研究分野の数と範囲は予想以上に多岐にわたるこ
とが明らかになった
出典：地図データでLeydesdorff,
Moya-Anegón, and Guerrero-Bote
(2015)を可視化したScopusデータ
（VosVieweを利用）

いくつかのデータではEEBOとHCPPを利用した研究分野が極めて広く、多様であることを示しました。EEBOは
773の出版物で言及されています。最も数が多いのが英文学、哲学、図書館と歴史関連のジャーナル記事で
したが、記事は一箇所に集中することなく、広い範囲に分散していました。またHCPPは508の出版物で言及さ
れていました。歴史と法律分野のジャーナルにとって最も共通のリソースであることが示されただけでなく、地
理学、社会学、そして地域研究などにも利用されていることが明らかとなりました。この傾向はEEBO（文学、歴
史、演劇、音楽、宗教、政治学）とHCPP（歴史、法、経済、人類学、女性学）を参照している学位論文の主題
の分類にも反映しています。

「授業の教材として
一次資料はよく利用
します。電子リソース
はそれらを得るのに
非常に良い手段です
し、電子リソースを利
用しないと達成でき
ない項目を学生の課
題として沢山取り入
れています。」

8. 研究者はコンテンツが誰から、もしくはどこから提供されているか以上に、
電子コンテンツそのものとその機能性に関心を持っている

（英国の歴史学科教員）

9. 英国はJiscを通した国レベルのライセンス契約により、国家規模で国内の大
学機関に投資することにメリットを見出している

研究者は、研究に必須のコンテンツへのアクセスに非常に関心が高い一方、そのコンテンツへのアクセスがど
のように提供されているかについては関心が低いことがわかりました。電子リソースの利用者のインターフェイス
の好みは確実に（しばしば強く）ありますが、アクセスが図書館にどのように提供されているか、それがJiscのよ
うな国家的な仲介組織なのか、それとは異なったシステムからなのかについての関心は低いといえます。
これは、図書館やJiscなどのような組織がコンテンツへのシームレスなアクセスを提供することで、彼ら自身の
存在価値をアピールする機会を犠牲にせざるをえない状況であることも意味しています。パスワードを忘れた
り、コンテンツの契約条件に詳しくなかった利用者でも、現在ではほとんどの場合、キャンパス内のネットワー
クであれ遠隔地からであれ、一次資料コレクションやジャーナルにシングルクリックのみでアクセスできる環境
にあり、これらの研究者はしばしば、所属大学以外の場所に移動したり、他の場所に職を得たりした場合に初
めて、これまでアクセスができていたコンテンツが利用できなくなっていることに気がつくからです。

調査において、その多くが英国の国家的ライセンス契約が学術世界に刺激を与えたことを示しています。どの
分野の一流の大学においても、研究者が研究を進めるにふさわしいリサーチ資料やジャーナルにアクセスで
きることをその理由のひとつに挙げています。

「私は自宅で研究活
動をすることが多い
のですが、これは、と
もすれば利用するの
に時間がかかるかも
しれないものに簡単
にアクセスができると
いうことです。とても
便利だと思います。」
（英国の研究者）

国レベルのライセンス契約を通し、重要とされる電子コレクションのアクセスを国内の大学機関に国家規模で
提供するというJiscのポリシーと、英国の学術世界の際立った功績の間に関連性を見出すのは不可能です
が、研究者がこれらの電子コレクションに頼っていることは明らかです。大学が個別に契約交渉をする必要が
ないことは、個別では決してアクセスは提供されないであろう地方の大学に所属する研究者や学生にとって、
確実にリソースにアクセスできるという、民主的権利を保障する効果も期待できます。

10. 教育の場面では特に成長の余地が顕著であるが、人文学におけるデー
タサイエンスとデータに基づく研究へのシフトは明らかである
EEBO/HCPPを用いたデジタル研究を行う活発な研究者コミュニティが増えつつあります。EEBO-TCPパートナーシ
ップでは初期英語書籍の正確なXML/SGMLエンコードを用いた電子テキストを作成しました。2015年には25,000
件分のテキストをパブリックドメインに解放し、研究者がリサーチのために自由にコピーやポスティング、出版、頒
布やデータの共有ができるようにしています。EEBO-TCPはかつて「ハッカソン」によるデータをクリエイティブに再
利用するためのものであり、また研究や教育目的でコレクションにアクセスするツールを開発するためのアイディ
アを取り入れるものでした。一方HCPPはTrading Consequencesと呼ばれる極めて大きな共同プロジェクトに利用
されています。この場合、情報学者が歴史学者と一緒に商品を特定し、巨大なデータセットにそのデータをマッピ
ングできるよう、XMLを直接ProQuestからエクスポートしています。データシェアリングとデータのクリエイティブな
再利用が進めば、これらに類似したトレンドが他の電子リソースにも現れる可能性があると考えられます。

結論：電子コレクションは現代の研究に欠かせな
いリソースである
相対的に見て、電子コレクションが研究者の一部の強い要求に応えるメリットがあったとしても、これらの利
用の増加には時間がかかっており、さらに引用データを用いた研究におけるインパクトの測定は、研究者
の引用手法のゆっくりとした変化、ならびに研究成果の出版とそれをさらに引用する出版物が出版されるま
でに長い時間がかかっている事実から、さらに時間がかかるといえるでしょう。電子コレクションをより大局
的な視点で見れば、忍耐が必要であることは明らかです。
我々やその他のチームによりこれまでまとめられた調査では、一貫して電子コレクションは今日の研究に
根本的に重要な役割を果たしていると示しています。情報インフラが研究者に継続的なアクセスを提供し続
け、一次資料の新しい利用方法を支援しなければ、将来的な研究を支えることは難しいといえるでしょう。

※ このご案内についてのお問い合わせは下記までご連絡ください。
プロクエスト日本支社
〒220-8401 横浜市西区みなとみらい3-3-1 三菱重工横浜ビル
Tel: 045-342-4780 Fax: 045-372-4784 Email: sales@japan.proquest.com

