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本日の発表範囲 

3 



本日の発表範囲① 

(2)環境の変化と大学図書館の課題 
1.電子化の進展と学術情報流通の変化 
インターネットの普及により，大学図書館の利用者である
学生，教職員もサーチエンジン等で情報を探索することが
当たり前となり，インターネット上の多様な情報資源に容
易にアクセスできるようになった。特に，若い世代ではブ
ログ，YouTube，Twitterなどによる情報発信を含めイン
ターネットや携帯電話の利用が当たり前の習慣となってき
た。このような情報環境の変化を念頭におき，大学図書館
は自らの立場や位置付けを明確にした上で，情報の収集，
組織化，提供の在り方を工夫していく必要がある。 

 
「大学図書館の整備について(審議のまとめ)－変革する大学にあって
求められる大学図書館像－」(平成22年12月)より 
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本日の発表範囲② 

そもそも「情報発信」とは？ 

• 情報…送り手と受け手の存在を想定したとき，送り
手からチャネルやメディアを通じて受け手に伝えら
れるパターン。図書館情報学ではブルックスによる
「受け手の知識の構造に変化を与えるもの」という
定義が広く知られている(後略)   
   『図書館情報学用語辞典』 第３版より 

• 発信… 

1. 電信や電波を発すること。「SOSを―する」⇔受信 

2. 電報・郵便物などを送ること。「祝電を―する」
⇔受信 
      「デジタル大辞泉」より 
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本日の発表範囲③ 

• 図書館からの情報提供・情報サービスと
しては，レファレンス，検索，カレント
アウェアネス等 

 

• 視点を広げるとHP，図書館報，要覧，事
業報告類，掲示物，展示会，イベント，
グッズ，ちらし・パンフレット 

 

• ただしネットワーク情報資源収集・組織
化・整備・提供は触れない 
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本日の発表範囲④ 

• 大学図書館における学術情報発信にはど
のような歴史的背景があるのだろうか 

 

• 電子図書館係での経験を「情報発信」と
いう観点から整理する 
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日本の状況：学術情報政策 

1996 年：『大学図書館における電子図書館的機能の充
実・強化について(建議)』→初めて、学術情報政策文書
で図書館の役割として「発信」が明示された 
 
2002年：『学術情報の流通基盤の充実について(審議の
まとめ)』→大学等からの学術情報発信の必要性と整備 
 
2003年：『学術情報発信に向けた大学図書館機能の改善
について(報告書)』→電子図書館と機関リポジトリへの
言及 
 
2010年：『大学図書館の整備について(審議のまとめ)－
変革する大学にあって求められる大学図書館像－』 
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情報発信の目的 

• 図書館利用の開拓・拡大 
– HP，各種広報 
– (きちんとした図書館サービスが前提) 

• 組織としての説明責任 
– 事業報告 
– 図書館として，大学として   

• 社会貢献     
– 展示会 
– 大学全体の経営戦略とも関連 

• 可視性の向上 
– デジタルアーカイブ，SNS 
– アクセス方法の多様化 
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参照：平成18年度大学図書館近畿イニシア
ティブ基礎研修「初任者研修」渡邊隆弘
「図書館からの情報発信」 



情報の受信者 

情報発信にとって，受信者は必要条件 

 

• 誰に対して発信するのか 

→研究室訪問，発信媒体の選択 

 

• 誰に受信されたのか 

→アクセス統計，アンケート 
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図書館資料を発信する 
―電子図書館 
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電子図書館の歴史 

1996年 奈良先端科学技術大学院大学 

 

1996年7月 文部省学術審議会「大学図書
館における電子図書館的機能の充実・強化
について(建議)」を受けて予算措置 

電子図書館プロジェクトが開始 

京都大学(97)，筑波大学(98)，東京工業大学，
図書館情報大学，神戸大学(99) 
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電子図書館の歴史 

学術研究情報流通体制の整備に関して，大
学図書館の機能強化の緊要性が特に強調さ
れるのは，大学図書館が学術研究情報の主
要な生産拠点である大学の活動を支える基
盤的施設であり，学術情報の集積機能と発
信機能双方において，それが果たすべき役
割が極めて大きいからに他ならない。 

 
学術審議会(1996)「大学図書館における電子図書館的機能
の充実・強化について(建議)」より 
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神戸大学における電子図書館 

1994年 KAHN(Kobe Hyper Academic 
Network)を整備 

1995年 阪神淡路大震災 

1998年度 文部省から予算措置 

1999年 「神戸大学電子図書館システム」
稼働 
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神戸大学における電子図書館 

• 「電子アーカイブ構築」所蔵資料等のデ
ジタル化による全国・世界への情報発信 

 

• 阪神・淡路大震災関係資料，経済・経営
関係資料，学内生産学術研究成果の三本
柱 

 

• 近現代の資料がデジタルアーカイブの中
心である点が特徴 
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震災文庫について 

• 神戸大学附属図書館が収集・公開してい
る阪神・淡路大震災に関する資料の文庫 

  

• 被災地にある国立大学の責務という認識
のもと1995年5月から関係資料の収集・保
存活動を開始，同年10月30日から「震災
文庫」として公開 

 

• 現社会科学系図書館内に設置 
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デジタル化 

• サービス業務，目録，受入業務と共に電子図
書館業務が関係 

• 電子図書館係は資料のデジタル化・(ＯＰＡ
Ｃ以外の)メタデータ登録・公開を担当 

• 資料の特性から貸出を行っていないため，直
接来館できない方にも資料を提供するために
デジタル化・公開を行なっている 

• 1995年7月にHPを公開 

• 写真であればJPEG，その他図書はPDF形式 

• 保存用にPDC，TIFF 

17 



デジタル版震災文庫について 

図書資料   455 

雑誌資料   103 

新聞・広報紙類  234 

パンフレット類  954 

一枚もの資料  3,130 

写真資料   23 

地図資料   4 

動画資料   11 

音声資料   2 

コンピュータ資料 2 

WWW    7 

18 

 [2012/4/28現在] 

地図からの検索 



メタデータ 

• ツリー構造(図書目録とは異なる) 

• 図書であれば，各章単位，各節単位，あ
るいは挿入された写真・地図・図表の1枚
単位など，検索・表示に必要と判断され
るメタデータを入力 

• 分類もNDCをベースにした独自分類 (図
書・チラシ・視聴覚資料などの形態を問
わず16分類) 
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メタデータ【Metadata】 

データについてのデータ。コンピューター
のファイルなどについて，そのデータの作
成者，作成日時，属性を記録したものをい
う。 

「デジタル大辞泉」より 

 

情報資源を効果的に識別・記述・探索する
ために，その特徴を記述したデータ。(抜粋) 

『図書館情報学用語辞典』 第３版より 
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統計から見る 

• 公開メタデータ：266,700件[2012/5/2現在] 

• トップページの平均アクセス：3,035回
(H23) 

• 二次利用：29件 (H23) 
– 写真画像を危機管理シンポジウムで使用 

– 防災指導研修会資料に掲載 

– テレビ番組「モーニングバード」「政府イン
ターネットテレビ」等 

• デジタル化資料：4,925件 (4,606タイト
ル)[2012/4/28現在] 
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大学図書館のウェブサイト 

補記その① 
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大学図書館のウェブサイト 

多くの図書館のHPは図書館サービス全体の
ポータルサイト的な面を持っている 

 

◆ネットワーク情報資源の収集，組織化，提供 

 

• 筑波大学附属図書館(トップページ) 

https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/mytulips/ 

• 佛教大学図書館ポータルサイト(ディスカバ
リーサービス) 

http://bulib.bukkyo-u.ac.jp/docs/portal/ 
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ポータルサイト 【portal site】  

インターネットの入り口または玄関口に相
当する，商用のウェブサイトのこと。サー
チエンジンやリンク集，ニュース配信など
のサービスを提供する。インターネットの
ブラウザーを起動した時，最初に閲覧され
ることを目的とし，広告や電子商取引から
収入を得ている。ポータル。ウェブポータ
ル。 

「デジタル大辞泉」より 
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ポータルサイト？ 

平成23年度「NIIポータル研修」 
http://www.nii.ac.jp/hrd/ja/portal/h23/curritxt.html 

 

 

「学術情報流通を実現する技術(1)‐要素技術」 

 「学術情報流通を実現する技術(2)‐応用技術-学術情報サービ

スとウェブAPI」 

「モデルサービスの企画意図と技術設計」 

「サービスの企画」「サービスの設計」「サービスの仕様
策定」 

「サービス企画仮提案」 

…and more 
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大学からの学術情報発信 
―機関リポジトリ 
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学術雑誌の
作成と編集 

大
学 

学術
雑誌 

購入 

大
学
図
書
館 

著者 読者 

学会 商業出版社 
学術雑誌の
提供と保存 

これまでの学術雑誌出版流通の基本型 

参照：平成23年度 機関リポジトリ新任担当者研修 
三根慎二「オープンアクセスと機関リポジトリの概要」 
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学術情報流通における変化 

• 科学研究活動の変化 

– 研究活動のあらゆる段階でコンピュータ利用 

– eResearch，eScience，Cyberinfrastructure 

– 大量データ依存，共同研究 

• 学術情報の高騰化・電子化・無料化 

– 学術雑誌の価格高騰 

– EJへの移行 

– オープンアクセス，研究助成機関・大学によ
る成果公表の義務化 
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参照：平成23年度 機関リポジトリ新任担当者研修 
三根慎二「オープンアクセスと機関リポジトリの概要」 



eResearch 

• 電子データをネットワークを介して
共有し，シミュレーションなどの処
理を行って新たなデータを得ること
によって，理論を展開する科学研究
の方法論 

 
村上 祐子「日本における人文系e-リサーチの展
望」情報の科学と技術 59(1)より 
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eScience 

• インターネットによって可能となっ
た世界規模の協同によって遂行され
つつある，大規模な学術活動 

 
「E742 - ARL，研究図書館によるE-Science開発
のためのアジェンダを発表」カレントアウェアネ
ス-E No.121 より 
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Cyberinfrastructure 

• 高速ネットワークの上で研究活動を
行うための基盤 

安達淳「CSI とe-Science」名古屋大学情報連携基盤センタ
ーニュース Vol.６, No.１より 

 

• 高性能コンピュータのネットワーク
環境が創り出した新しい研究環境 

「人文・社会科学のためのサイバーインフラに関する報告
書（米国）」カレントアウェアネス-R(Posted 2007年4月
19日)より 
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オープンアクセス 【Open Access】 

学術情報をインターネットから無料で入手
でき，誰でも制約なくアクセスできるよう
にすること 

 

• オープンアクセスを実現する方法 
– オープンアクセス雑誌  (Gold Road)：著者支

払型，機関支払型，OAオプション 

– セルフアーカイブ  (Green Road)：機関リポジ
トリ，プレプリントサーバ(arXiv.org)，政府主
導分野別アーカイブ  (PubMed Central)，著者
ウェブサイトなど 
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学術雑誌の高騰化 
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機関リポジトリ 【Institutional Repository】 

• 機関所属者の研究成果である論文等、大学及
び研究機関等において生産された電子的な知
的生産物を保存し、原則的に無償で発信する
ためのインターネット上の保存書庫 
 

• 大学等における教育研究成果の発信を実現し，
社会に対する教育研究活動に関する説明責任
の保証や，知的生産物の長期保存などを図る
上でも，大きな役割を果たす 

 
「大学図書館の整備について(審議のまとめ)－変革する大学に
あって求められる大学図書館像－」(平成22年12月)より 
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電子図書館と機関リポジトリ 

• 電子図書館 

– 図書館所蔵資料を図書館が公開する 

 

• 機関リポジトリ 

– 研究者(機関)の学術研究成果を研究者(機関)が
公開する 

– 機関リポジトリはそのための受け皿 

– ハーベストの仕組みを持つ(相互運用性) 
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参照：平成22年度大学図書館近畿イニシアティブ基礎研修
「初任者研修」土出郁子「機関リポジトリ」 



ハーベスティング 【harvesting】  

 

 

サービスプロバイダがデータプロバイダのデータを収
集していくこと。(harvest=収穫する)サービスプロバ
イダは，データプロバイダに対して，定期的にメタ
データの取得要求を行っている。要求を受けたデータ
プロバイダは，該当するメタデータ一覧をサービスプ
ロバイダに提供することになる 

 

「DRF wiki」より [accessed 2012/5/7] 
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OAI-PMH 【Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting】 

• データの自動収集によってメタデータを
交換するためのプロトコル 

• XMLの形式を用い，HTTPプロトコル上で
クライアントとサーバ間のデータ転送を
行う 

• OAI-PMHを利用することにより，特定のア
プリケーションに依存することなく，自
動的にメタデータを交換することができ
る 

「DRF wiki」より [accessed 2012/5/7] 

39 



サービスプロバイダ 【Service provider】 

 

データプロバイダからメタデータを収集
し，別の付加価値のあるサービス(統合的な
検索サービス等)を提供するもの。JAIROや
OAISterなどがこれに当たる 

 
「DRF wiki」より [accessed 2012/5/7] 
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データプロバイダ 【Data provider】 

個々の機関リポジトリのことをこう呼ぶ。
実際にデータを持っているサーバのこと 

 
「DRF wiki」より [accessed 2012/5/7] 
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ハーベスティングの一例 
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画面の取り込み日: 2011/2/4 



ハーベスティングの一例 
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画面の取り込み日: 2011/2/25 



リポジトリに関係した取り組みやニュースを知る 

• 学術機関リポジトリ構築連携支援事業 
http://www.nii.ac.jp/irp/rfp/ 

 
• DRF-ML 
https://ml.hines.hokudai.ac.jp/mailman/listinfo/drf 

 
• SPARC Japan NewsLetter 
http://www.nii.ac.jp/sparc/publications/newsletter/ 

 
• Open Access Japan 
http://www.openaccessjapan.com/ 
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事例紹介 

• 信州大学機関リポジトリ(SOAR-IR) 
http://soar-ir.shinshu-u.ac.jp/ 
 
• 全国遺跡資料リポジトリ・プロジェクト 
http://rarcom.lib.shimane-u.ac.jp/ 
 
• 専修大学学術機関リポジトリ(SI-Box) 
http://ir.acc.senshu-u.ac.jp/ 
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事例紹介：信州大学機関リポジトリ(SOAR-IR) 
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• 視認度評価分析システム 
• 研究者ごと・論文ごとに，研究者総覧

への登録論文数，機関リポジトリの論
文のダウンロード回数，Web of 
Scienceの被引用回数などを提供 

• 大学の社会的プレゼンスの向上 



事例紹介：全国遺跡資料リポジトリ・プロジェクト 
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• 電子化した発掘調査報告書を公開して
いる歴史・考古学分野のサブジェクト
リポジトリ 

• 大学図書館を中心に，自治体文化財担
当部署や関係機関との連携・協力によ
り運営 



事例紹介：専修大学学術機関リポジトリ(SI-Box) 
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• 2011.4.1 正式運用を開始 
• JAIRO Cloud(共用リポジトリサービ

ス)環境に構築されたリポジトリ 
• ソフトウェアに「WEKO」を利用し

ている 



外部サービスを利用する 

補記② 
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広報と情報発信 
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• タイムリーであること 

• 検索しやすいものであること 

• 期待されるものを提供すること 
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事例紹介：関西学院大学 
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事例紹介：国際交流基金関西国際センター 
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おわりに 

• 大学図書館における学術情報発信におい
て，ネットワークの発達と共に，電子図
書館が誕生 

• 相互運用性を考慮するということも求め
られる 

• 外部サービスと組み合わせて情報を発信
することも手段の一つ 
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