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Scopus へのジャーナル収録判断に

なぜ厳選するのか？

学術コミュニケーションの目的

おける査読と評価指標の併用

データベースに収録するジャーナルを選択するという作
業を理解するには、一歩下がって自問してみるとよい。そ

オーベ・ケーラー（Ove KÄHLER）

もそも学術コミュニケーションの目的とは何か？ 地球上

エルゼビア

に一人しか研究者がいないと仮定した場合、学術コミュニ
ケーションは存在しない。なぜなら、研究者が一人では、
伝える相手がいないからである。研究者がごく少数のとき
は（近代初頭がそうであったように）
、情報を伝達しあう
必要はあるが、手紙や電子メールのやりとりで十分である。
1650 年ごろになると、科学的な関心を持つ学者の数が増
え、
「科学研究の記述や発見を広めるための物流的な問題」
が生じたことから、ジャーナルが発明された。手紙を所定
の場所に送ると、そこで統合、認定され、科学コミュニティ

Ove Kähler

に配布される。このプロセスはまもなく、初期の学会が手
掛けるようになった 1。

抄録：査読は、学術ジャーナルに投稿された論文の妥当性

現在の状況は、それよりはるかに複雑である。ある試算

を判断するプロセスとして、何世紀もの間、用いられてき

によれば、経済協力開発機構（OECD）の把握する地域内

た。さらに、コンテンツに対する厳しい評価は、もう一段

に、活動中の研究者は 400 万人以上いるという 2。当然な

階上のレベルでも行われる。すなわち、書誌データベース

がら、科学者や研究者が情報を伝達しあう高度なシステム

への索引付けを申請するジャーナルの品質評価である。エ

が必要である。このシステムには、会議での発言、ブログ、

ルゼビアが提供する抄録・引用データベース Scopus は、

単なる電子メールの交換など、インフォーマルな伝達手段

すでに 18,000 タイトルの学術ジャーナルを索引付けし

（口頭、筆記）も含まれるが、最もフォーマルな記述によ

ており、推薦されるタイトル数も増えている。その数は、

る情報伝達、つまり学術ジャーナルに論文が受理され、出

2009 年だけでも 5,000 タイトル近くにのぼった。推薦

版されるというタイプの情報伝達が、これまでのところ学

されるジャーナルには、ニッチな分野に属するものや、英

術コミュニケーションシステムの中核となっている。この

語以外の言語で書かれたものもある。これらのタイトルを

システムにおいて、ジャーナルは、科学的な品質を認定す

公正かつ透明性をもって評価し、索引付けに対する関心の

る手段としての 2 つの機能を果たしている。

高まりに応えるため、Scopus は、スコアカードと査読の
理念に基づき、ジャーナルのタイトル評価プロセス全体を
再設計した。 Scopus タイトル評価プラットフォーム
（Scopus Title Evaluation Platform/STEP）というオ
ンライン審査システムの開発により、Scopus は、ジャー
ナルに関して出版者や編集者との良好なコミュニケー
ションを必須要件にしたとも言える。

・ 影響を与える。研究者の世界的な増加は、潜在的な共
同研究者の増加を意味するだけではない。研究資金が
有限であることを考慮すれば、ライバルの増加も意味
する。この 2 つの側面は無関係ではない。EU など多
くの資金提供団体は、申請の条件として、研究チーム
が多国籍であることを要求している 3。このシステム
の中で研究者が任務を果たすには、他の研究者に明確
な影響を与える必要がある。そしてジャーナルは、特
に基礎科学においては、350 年も昔からその最も重要
な手段である 4。
・ 影響を追跡する。他の論文を参考文献として挙げる学
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術論文の形態は、学術コミュニケーションシステムの
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図 1. 1996～2007 年の「エネルギー」分野における最も論文数が多い 20 か国の共同研究と影響度（出典：Scopus）

もう 1 つの機能を生んだ。すなわち、学術的な業績が

バリゼーションは、地域的な出版物の認知度と重要性を高

コミュニティに与える影響を追跡し、定量化すること

めつつある。現在、ポーランドだけでも、科学的コンテン

を可能にしたのである。1990 年代半ばからウェブ上

ツを含む 5,000 タイトルの国内ジャーナルがあり、コロ

での発表が普及すると、科学を計量すること自体が

ンビアにもほぼ同数がある 8。インターネットの力を使え

「科学計量学（scientometrics）」という科学となっ

ば、基本的にだれでも、世界中からアクセス可能なジャー

た 。 科 学 計 量学 は 、国 レベル （ National Science

ナルを創刊できる。研究者の数が年間 3%ずつ増えている

Indicators など）、ジャーナルレベル（インパクトファ

ことを考慮すれば、ジャーナル数が匹敵する割合で増えて

5

クター、または最近の SNIP、SJR など）、著者レベ

いても不思議ではない。この学術コミュニケーションシス

ル（h-index など）の各レベルで学術出版物の影響を

テムの急成長は、主要な書誌データベースに見られる年間

示すさまざまな指標を生み出した。これらの指標はま

3%という論文の増加率にも反映されている 9。

すます高度になり、政策立案者や資金提供団体がリ
ソースの投資先を決める際に使用されている。科学・
技術・医学（STM）においては、科学計量学が影響を
追跡する方法としてすでに容認されているが、社会科
学・人文科学（SSH）では、学術的優秀性を評価する
補助的なツールとして引用分析を使用することの是非
がようやく議論され始めたばかりである。

学術コミュニケーションシステムの成長
過去 150 年間に、学術ジャーナルの数は飛躍的に増加し

科学界のサブセットとしてのデータベース
科学計量学者の仕事は、データベースに収録されている
デ ー タ に 基 づ い て 行 わ れ る 。 医 学 分 野 で は Medline
（5,200 タイトル

10

（10,000 タイトル

11

が一般に使用される

）、科学全般では Web of Science
）
や Scopus
（18,000 タイトル 12）

13

。これらのリソースを使用した科

学計量学の分析の一例が、研究の国際性を測定した図 1
である。この分析における平均的な世界の共同研究率は
22.5%である 14。

た。学術定期刊行物のタイトル数は、1850 年ごろの約

しかし、このような数値に対して、あるいは科学計量学

1,000 タイトルから、現在では 200,000 タイトル以上に

のあらゆる成果に対して、常に次の問いが有効である。こ

増えた

6

。Ulrich’s には、厳しい査読システムを持つ

27,000 タイトル弱の科学ジャーナルのメタデータが含
まれているが 7、国際的な協力という点での科学のグロー

れは科学を測定しているのか？ それとも科学データベー
スそのものを測定しているのか？
科学・技術・医学、そして社会科学・人文科学分野の
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図 2. 2006～2009 年の各年における Scopus の収録推薦タイトル数

18,000 タイトルを収録し、最大の引用データベースであ
る Scopus でさえ、世界の学術ジャーナル 200,000 タイ
トルの 10%にも満たない。これらすべてのジャーナルを
索引付けする作業が膨大であることは明らかで、現実的で
ないが、実はそのような一律の収録は望ましくない。研究
者ならだれでも知っているように、各ジャーナルの品質に
は大きな差があるが、Web of Science や Scopus のユー
ザーのほとんどは、重要な研究結果を早く知りたいと考え
ている。したがってデータベースの最大の課題は、索引を
付けるべきジャーナルと付けなくてもよいジャーナルを
区別し、学術コミュニケーションシステム全体を代表する
有効なサブセットを作ることなのである。科学計量学者は、
しばしばデータベースを、科学界を眺めるための眼鏡に例
えている 15。
これによって、引用データベースが、すでに述べたこの
システムの 2 つの主要機能を支えていることは偶然では
ない。すなわち、影響を与えること（論文の認知度を高め
ることを通じて）、そして影響を追跡すること（データベー
スに索引付けされている他の論文による引用度の把握を
通じて）である。現在、ジャーナル評価指標としてのイン
パ ク ト フ ァ ク タ ー は 特 定 の デ ー タ ベ ー ス （ Web of
Science）から作るものと認識されているが、もともとは
逆だった。ユージン・ガーフィールド（Eugene Garfield）
は、そもそも引用データベースに入れる条件として引用の
影響度を使用していた

16

。科学計量学者の間では、引用

データベースの指標が研究の品質を判断する上で重要な
役割を果たし続ける一方、他の評価指標や専門家の判断も
同様に重要になったという見解が一般的である。これにつ
いては、本論文の後半で詳説する。

サイズが重要
エルゼビアの抄録・引用データベースである Scopus は、
2004 年に発表された時点では、14,200 タイトルを収録
していた。市場調査では、Scopus の重要な成功要因の
1 つが、コンテンツの幅広さであることがわかっている。
すなわちユーザーが、引用数の最も多い比較的少数の
ジャーナルではなく、幅広い代表的なジャーナルから結果
を得られるということである。このニーズに応えるため、
Scopus はその後も多くのジャーナルを追加し、2010 年
には 18,000 タイトル以上を収録している（その 95%は
査読ジャーナル）17。Scopus が、あらゆる学術分野を網
羅する最大のデータベースとして科学・技術・医学（77%）
と社会科学・人文科学（23%）の両分野へのアクセスを
提供するようになると、収録タイトルの推薦も年々増加し、
2009 年には 5,000 タイトル近くに達した（2008 年のほ
ぼ 3 倍）。
タイトルの推薦は、公開されているオンラインフォーム
から行われる

18

。そして推薦者には、そのジャーナルと

の関係に応じた量の情報提供が求められる。たとえば、推
薦者がジャーナルの読者だとすると、求められる情報はタ
イトルと ISSN など基本的なメタデータに限られる。編集
者や出版者であれば、最近のサンプル論文や最新号のアッ
プロードなど、タイトル申請の理由となるさまざまな情報
の提供が求められる 19。
研究のグローバリゼーション、そして中国やブラジルな
どの国における論文増加を反映し、推薦されるタイトルの
多くが英語以外で出版されている 20。Scopus への収録に
対する関心の高まりは確かによい兆候だが、それによって、
量的にも質的（こちらのほうが重要）にも、公正な評価と
いう問題も試される。申請されるジャーナルはすべて、一
貫した透明性のある理念に基づき、公正に評価されなけれ
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ばならない。この課題に対応するため、2008 年、Scopus

いの時間がかかるかに応じ、フォーム送信から最終判定ま

は、データベースへの収録の是非を判断する方法の再設計

で X か月など、信頼できる期限を設けることを目指す。

に着手した。再設計の主な要素は、「推薦されたタイトル

議長が審査員の回答率を高め、この期間を短縮するため

について最終判定を下すのはだれか。また、どのようにそ

に考えられる 1 つの方法は、信頼のおける審査員との協

の決定を下すか」という問題を中心に考案された。

力関係を強化し、これらの審査員が議長を中心とした一種
の編集委員会、すなわち「分野別委員会（Subject Panel）」
を形成することである。たとえば社会科学の議長は、重要

ジャーナル評価プロセスの再設計

な下位分野（教育、法学など）のタイトルを評価する信頼

専門家の審査への依存

できる審査員や、英語以外の言語（スペイン語、ドイツ語

2004 年の発表以来、Scopus の開発は、ユーザーの密接
21

など）の審査員を集めることができるはずである。この新

。 ユ ー ザ ー 中 心設計

体制と従来の CSAB ベースの体制との根本的な違いは、

（User-Centered Design/UCD）の考え方が、まもなく

各タイトルに対する明確な責任者として、各分野の議長が

コンテンツの方針にも適用された。すなわち、独立した研

いることである。そしてその議長が、従来の専門委員会よ

究者や情報専門家を世界中から社外の諮問委員会に招い

り幅広い専門家のグループと協力することができる。

な協力のもとに行われてきた

たのである。これは後に、コンテンツ選定諮問委員会

議長がタイトル評価プロセスの責任を負う一方、CSAB

（Content Selection & Advisory Board/CSAB）と名

は、戦略上の諮問委員会として維持され、Scopus のコン

22

。約 30 人の CSAB メンバーは、研究分

テンツ関連の課題に対応する。SciVal 製品群のような、

野や地域に基づき、自分の専門分野のタイトルを評価する

Scopus データを使用する将来のソリューションに携わ

ことになった。
Medline のように特定分野のデータベース

る可能性もある 24。

称変更された

の場合、専門家のグループは効果的に結論に達することが
できる

23

。しかし、科学全般にわたる Scopus では、専

門分野の異なるメンバーが各ジャーナル特有の問題を議
論することが困難である一方、1 人が決定権を持たないと
いう委員会の本質的なデメリットがあった。
2010 年、Scopus は、ジャーナル収録の決定権を CSAB

一貫した基準の確立
Scopus が最初に発表されて以来、ユーザー、図書館員、
著者、編集者、出版者に対しては、主に 3 つの判断基準
が伝達されていた。

全体から、上級研究者でエディターの経験がある 14 人の

・ 英語の抄録があること。

メンバーに移行することで、この問題の解決を試みた。こ

・ 各ジャーナルのスケジュールに基づき、定期的に発行

の 14 人は、それぞれの専門分野の議長（Subject Chair）
に任命された。推薦されたタイトルはすべて、この議長の
1 人に割り当てられ、議長は、ジャーナルのチーフエディ
ターが投稿された論文を扱うのとほぼ同様に、以下のいず
れかの方法でジャーナルを扱うことになる。
・ 推薦されたタイトルを自分の判断で却下または採用す

されていること。
・ 査読など、認められた何らかの品質管理がされている
こと。
しかし現実には、CSAB メンバーは、編集方針、Scopus
における引用度など、ジャーナルの品質を示すさまざまな
面を考慮していた 25。
そこで Scopus は、タイトルの評価方法に一貫性と透明

る。
・ 該当分野の知識を持つ、および／または英語以外の言

性を持たせるため、ジャーナルの品質基準の具体的なリス

語で出版されたジャーナルを読み、評価できる語学力

トを作成するプロジェクトを開始した。プロジェクトの目

を持つ他の審査員と協力する。

的は、タイトルの長所と短所を互いに比較できるよう、各

議長が審査員と連絡を取る手助けをするために、Scopus
は、Scopus タイトル評価プラットフォーム（Scopus
Title Evaluation Platform/STEP）というオンライン審

種基準をスコアカードにまとめることであった。ジャーナ
ルに対する見方を「基準」と決定するかしないかには、
3 つの重要な条件があった。

査システムを確立した。STEP は、公開されている前述の

・ 申請されたすべてのジャーナルから、その評価指標を

タイトル推薦フォームに統合されており、推薦者、出版者

導く情報が得られるか。資金提供団体は、自国内の

／編集者へのフィードバックを含め、フォーム送信から最

ジャーナルの情勢を把握する際、しばしば論文の却下

終判定までのタイトル評価プロセス全体を合理化する。

率に注目する。却下率が高いことは、ジャーナルの品

STEP により、Scopus は、毎年 9 月 1 日だった推薦の締

質管理が厳しいことを示すと考えるからである。

切りにこだわる必要がなくなる。代わりに、各分野の議長

Scopus の場合、これは考慮に入れていない。なぜな

が審査員の意見を得て最終判定にまとめるのにどのぐら

ら、すべてのジャーナルがそのような機密情報を
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図 3. 2 つのサンプル・ジャーナルに適用された Scopus のスコアカード（2009 年に導入）。

Scopus の提供元であるエルゼビアに公開するかどう
かわからないからである。

・ ジャーナルがどのような研究分野に貢献しようとして
いるか。どのような貢献をしたいと考えているか。こ

・ その評価指標が、すべての研究分野について同じ重要

れは、ジャーナルの「Aims & Scope」のセクション

性を持つか。Scopus は、研究分野によって違いのな

にどれだけ説得力があるかで判断される。次に、出版

い有意義な評価原則を明確にしたいと考えていた。

者が直接的な影響力を持つジャーナルのエディター

・ その評価指標を、ジャーナルを却下する論拠として使

（および論文著者）の地域的な分布に着目すると、こ

用できるか。基礎研究と応用研究の間におけるジャー

れは、研究分野におけるジャーナルの目標をまず反映

ナルの位置付けなども重要で興味深いものだが、最終

するはずである。研究分野が地域性を重視するジャー

的に品質に対する評価ではない。出版者は、ジャーナ

ナルの場合、エディターや著者がそれほど多岐にわた

ルが「応用的すぎる」とか「基礎的すぎる」という理

ることはない。しかし、世界的なテーマを扱うジャー

由での却下を受け入れないだろう。

ナルの場合は、編集委員会や著者の構成にもそれを反
映させる必要がある。

スコアカードの作成

・ ジャーナルが国際的な読者を想定しているか。前述の

以上の条件に照らして各評価基準を確認し、最終的な判定
に役立つという判断をした後、2009 年、推薦される
ジャーナルを評価する枠組みとして、16 の基準を含むス
コアカードが STEP に導入された。16 の基準は、5 つの
カテゴリーに分類される（図 3 参照）。

2 点、すなわちエディターと著者の地域的多様性には、
ジャーナルが世界的な読者を想定しているかどうかも
示される。もう 1 つの指標は、ジャーナルの引用文献
がアルファベット表記されているかどうかである。な
ぜなら、アルファベットで表記されていない引用文献
は、データベースに収録されないからである。英語の
抄録があるかどうかは、収録の是非を決める重要な基

1. ジャーナルの方針

準である。これは、データベースのユーザーにとって、

ジャーナルを創刊する際、出版者は、具体的な目的を定め、

抄録が論文の内容を把握する唯一の方法だからである。

具体的な方法でその目的を達成しようとする。目的には、

英語の抄録のないジャーナルは、審査の対象にならな

3 つの基準がある。

い（唯一の例外は人文科学と数学で、これらの分野の
ジャーナルは英語の抄録がなくても審査される。しか
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し、他の面を含めた全体的な評価で却下される場合も
ある）。
・ 査読のレベルはどうか。
「ジャーナルの方針」のカテゴ
リー内における最後の基準は査読の厳格さである。こ
のため、たとえば、ダブル・ブラインド方式の査読シ
ステム 26 を持つジャーナルは、編集委員会による査読
を方針とするジャーナルよりも信用度が高い 27。

5. オンラインでの入手可能性
ジャーナルの自己提示能力は、ジャーナルの品質や研究コ
ミュニティへの重要度とほとんど関係がない。しかし、
Scopus のような電子リソースのユーザー、すなわち、そ
こからリンクして論文を読むことを期待しているような
グローバルなユーザーに対応しようというタイトルの意
図を明確に示すものではある。したがって、コンテンツを

「ジャーナルの方針」のカテゴリーは、全体のスコアの

オンラインで公開していること（アクセスモデルに関係な

35%を占める。

く）、英語のウェブサイトを持つこと、ウェブサイトのナ
ビゲーションに論理性と透明性があり、全体的な品質が高

2. コンテンツ

いことにはポイントが付加される。これらの要素は、合計

方針がジャーナルの枠組みを作るとしても、最終的にその
枠組みが役割を果たしているかどうかを示すのは、実際の
コンテンツしかない。コンテンツの品質を判断するのは、

で全体スコアの最大 10%を占める。

判定を下す

非常に主観的な作業となることがある。それでも、4 つの

議長が指名した審査員がジャーナルを 16 の基準に照らし

基準（そのすべてに研究テーマの詳細な知識が必要である

て評価すると、スコアの合計は 0～10 となる（すなわち

とは限らない）を特定することが、評価するジャーナルの

0～100%）。このスコアが「賛成票」を意味する。

スコア決定に役立つ。審査員が注目するのは、研究分野へ
の学術的な貢献度、抄録の明確さ、コンテンツとジャーナ
ルの目的の適合性、論文の読みやすさ（グラフの技巧的な
品質など）である。コンテンツに関するこれら 4 つの基
準は、スコア全体の 20%を占める。

0.0～5.9

「タイトルを却下」

6.0～7.9

「疑問あり」

8.0～10.0

「タイトルを採用」

「賛成票」が自動的に審査員の判定となるのではなく、審
査員によって判定が覆されることもあることを認識して

3. 引用度

おくことが重要である。このスコア・システムは、ジャー

大切なのは、Scopus などの引用データベースに収録する
のが適切かどうかを決める上で、引用度が唯一の基準では
ないという認識である。このため、Web of Science の中
核が引用分析のみに基づいて構築されているのに対し 28、
Scopus は幅広い形で慎重に選択し、引用数が平均未満の
ジャーナルも広く収録している。それでもやはり、Scopus
に収録されるジャーナルとそのエディターの両方の引用
度は、考慮すべき重要な要素であり、スコア全体の 25%
を占めている。

ナルの品質を評価するという複雑な作業を回避させるの
ではなく、審査員の意志決定に枠組みを提供するにすぎな
い。1 つのカテゴリーのスコアが 0 でも、他のカテゴリー
のスコアが最低ラインを上回り、審査員が納得すれば、
Scopus に収録されることもある。この方法は、ジャーナ
ルの品質が 1 つや 2 つの側面で構成されるものではなく、
最終的には各種の基準を照らし合わせて判断できること
を前提としている。STEP は、判定に 4 つの選択肢を設け
ている。
・ 無条件却下。ジャーナルの品質が非常に低く、将来的

4. 規則性

に再び審査の対象にならない。

ジャーナルが出版スケジュール（毎月、毎四半期など）に
沿っているかどうかは、品質に関して次の 2 つを示す。
・ 投稿された論文が段取りよく処理されているかどうか。
・ 編集事務局が、論文を処理するためにきちんと組織化
されているかどうか。

・ 条件付き却下。審査員は、改善が勧告される領域と、
再び推薦、評価を申請できる時期を示し、条件付きで
却下することができる。改善内容の深刻さにより、再
び申請できるまでの期間は、数か月から数年に及ぶ。
・ 条件付き採用。審査員は、改善が勧告される領域と、
ジャーナルが再評価される期日を示し、ジャーナルを

この基準（2004 年に Scopus が発表されて以来の基本的
基準の 1 つ）の重要性を強調するため、Scopus は、申請
時に 4 号以上が遅れているタイトルは審査しない権利を
保持している。規則性は、スコア全体の 10%を占める。

条件付きで採用できる。期日までに改善がなされてい
なければ、採用は取り消される。
・ 無条件採用。ジャーナルの品質が非常に高く、Scopus
に収録後、再評価の必要はない。
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審査員は、判定を下すだけでなく、推薦者および出版者／

審査員を支援する 1 つの手段がスコア・システムであ

編集者に判定の理由を簡潔に文書で説明しなければなら

るが、採用したすべての基準が、すべての研究分野にわ

ない。また、ジャーナルが条件付きで却下または採用され

たって、ジャーナルの品質を示す有用かつ十分な指標とな

た場合には、具体的な領域でジャーナルをどのように改善

るかどうかは、今後の様子を見る必要がある。また、基準

すれば、最終的な採用の可能性が高くなるかの指針を示す

とカテゴリーの現行の重み付けが正しいバランスとなる

必要がある。

かどうかも、現時点では不明である。潜在性をまだ十分に

審査員の判定が、議長の最終判定に拘束力を持たないこ

発揮できていない、あるいは引用がまだそれほど多くない

とも強調する必要がある。議長は、タイトルの評価を依頼

新しいジャーナルに、どの程度スコア・システムを適用で

した審査員（1 人または複数）の判定／フィードバックを

きるかなど、重要な検討事項も残っている。

考慮し、最終判定を下す。審査員が、推薦者および出版者

もう 1 つの課題は、タイトルの評価期限を決定するこ

／編集者に送る予定の最終的な説明文書（通常は、これも

とである（推薦から決定まで 6 か月など）。これは、Scopus

審査員の見解に基づく）も考慮に入れる。

のオンライン審査システムを確立する際の基本的な目的

Scopus は、このフィードバックにより、出版者との本

の 1 つでもあった。Scopus の実際のユーザーに対してと

格的なパートナーシップ確立に取り組んでいる。Scopus

同じくらい、Scopus にジャーナルを推薦する人たちに対

にはコンテンツの索引付け（および全世界のユーザーへの

して説明責任を果たすためである。実際、ジャーナルを推

露出）への投資が期待されると同時に、出版者にはジャー

薦する人たちと Scopus の実際のユーザーは同じである

ナルの品質を高めるための投資が期待される。これが、最

ことが多い（ジャーナルの著者と読者と同様）。

終的に科学コミュニティにメリットをもたらすことにな

目的には、透明性、即時性という 2 つに加え、おそら

るからである。これは、ジャーナルが論文著者に、投稿し

く広い意味での責任という 3 つ目が存在する。この論文

た論文の改善についてアドバイスするのと同様である。

の前半で、全世界で生産される研究情報の量が増えている

ただし、データベースへの収録に関するジャーナルの審

ことについて述べた。多くの人にとってすでに情報が過剰

査と、ジャーナルへの掲載に関する論文の査読には、大き

な量に達している現在、もともとのコンテンツへのアクセ

な違いが 1 つある。論文は 1 つのジャーナルにしか投稿

スを仲介する方法（データベース、検索エンジンなど）は、

（そして出版）されないが、ジャーナルは当然のことなが

いまやコンテンツ自体（ジャーナル、書籍など）と同じぐ

ら、複数のデータベースに索引付けされることである。

らい重要である。そして、この動きの激しい新しい状況で

もちろん、評価の詳細がすべて共有されるわけではない。

は、科学研究論文の品質を守ることが欠かせない。従来の

最良の審査プロセスとは、機密性と説明責任の適切なバラ

査読プロセスを、この新しい領域、すなわち Scopus が過

ンスを取っていることである。評価の完全性を維持するた

去数年間に開拓し、現在は他のプロバイダも採用し始めて

めには、ある程度の機密性が常に必要だが、Scopus の

いる領域に拡大することは、この重要な目標を達成する有

チームは、ジャーナルを推薦する人、そして学術コミュニ

効な手段の 1 つである。

ティ全体に、決定の基準についてできるだけ多くの情報を
提供することが重要だと考えている。スコアカードは、実
用的なツールであると同時に、この透明性を実現する重要
な前進でもある。Scopus にとって、理想的なシナリオと
は、ジャーナルが科学コミュニティによって推薦され、科
学コミュニティに対して公に正当化可能なプロセスを経
て、科学コミュニティによって評価されることである。
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