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(12) 但し，パブリック・フォーラムの範囲を巡っては，学説上見解が

分かれており，インターネットがその範疇に含まれるか否かについ

ては現在も議論の対立が続いている。この点が争点とされた事件と

して は， 例え ば， U.S.v. American Library Association,Inc.,

539 U.S.194(2003)等がある。

(13) 第一次的評価は，図書館界に関わる人々によって下されるという

点はいうまでもない。

(14) Libraries and the Information Commons , A Discussion

Paper Prepared for The ALA Office of Information Technology

Policy. (online), available from <http://www.ala.org/ala/

washoff/oitp/icprins.pdf>, (accessed 2004-10-25).

はじめに

21世紀に入って欧米では，学術情報のポータル的提

供 の 試 み が 行 な われ る ほ か ， 各 大 学 図書 館 で も

MyLibraryなどのポータル的機能の試みが実施され

ている。「ポータル」というくくりで同列に論じられ

ることの多いこれらの試みであるが，そのサービス内

容や方向性には大きな違いがあるように思われる。

本稿では，学術的なポータルを，不特定多数の利用

者向けの「学術情報ポータル」と特定機関の構成員向

けの「図書館ポータル」に区別するという視点から，

内外の学術的ポータルの動向を紹介することにより，

各種ポータルの今後の企画・運営の参考にしていただ

きたいと考える。

１．学術情報ポータル

まず最初に，不特定多数の利用者を対象に，様々な

学術情報を総合的に提供する「学術情報ポータル」の

動向について紹介する。

1．1 ドイツの学術情報ポータルVascoda

Vascoda（E102参照）は，ドイツ連邦教育学術省と

ドイツ研究協会の出資により，約30の研究機関の協力

のもとに提供されている学術情報ポータルである。

情報を理工学，生命科学，社会科学，人文科学の4

分野に分けて，書籍，雑誌論文，インターネット情報

資源というドイツ国内の質の高い学術情報を統合的に

検索できるようにしている。通常の検索エンジンでは

検索不可能な，２次情報データベースや図書館OPAC

などの「見えないウェブ資源」の検索を実現している

のが特徴である。

インターネット情報資源については，各分野のサブ

ジェクトゲートウェイを統合的に検索し，各分野毎の

検索結果を表示する。例えば経済学ではEconDoc，心

理学ではinfoconnexなどのデータベース，政治学で

はpolitics and peace guide，数学ではMathGuideな

どのサブジェクトゲートウェイを参照している。また，

電子ジャーナルとなっているものには，後述の電子ジャー

ナルポータルEZBと連携して電子ジャーナル本文への

アクセスを容易にしている。

1．2 ドイツの電子ジャーナルポータルEZB

（Elektronische Zeitschriftenbibliothek）

レーゲンスブルグ大学図書館がミュンヘン工科大学

図書館と協力して開発したEZBは，複数機関による共

同構築型電子ジャーナル目録データベースとして注目

すべきものである。2004年10月現在277の図書館・研

究機関が，共同収集と書誌データのメンテナンスを行っ

ている。米国議会図書館（LC）も，このデータベー

スに参加している。

収録している約20,000タイトルは，分類毎のブラウ

ズ，タイトル順のブラウズが可能なほか，タイトルで

の検索もできる。ライセンス情報は各参加機関固有の

情報として個別に管理され，ジャーナルリスト表示の

際にはその固有情報に基づいて信号機をイメージした

サインでアクセス可否を表示している。自由にアクセ

スできる約7,700タイトルには「青信号」，契約により

その機関が利用可能なものには「黄信号」，契約をし

ていないため利用不可能なものには「赤信号」が付さ

れており，簡明な画面全体のレイアウトとともに，利

用者に非常に分りやすいインターフェイスとなってい

る。

書誌情報の維持についても配慮しており，ドイツ雑

誌総合目録デ ータベース （Zeitschriftendatenbank:

ZDB） との間で目録作成手順を共有したり，ZDBの

書誌データとの連携（リンク）も実現している。

技術的には，データベースにMySQL，ウェブサー

バーにはApache，インターフェイスにはPHPという，

パブリック・ドメインまたはオープンソースで構築さ

れている。リストが要求された時点でデータベースか

らデータを採取し，それを編集加工してジャーナルリ

ストを表示するという動的なシステム構造となってい

る。

わが国の大学図書館などが，それぞれの自主努力に

より電子ジャーナル集を維持・管理している現状を見

ると，EZBでの共同構築の取組みは模範となるべきも

のであろう。1997年からこのプロジェクトを推進し，

共同 構築 事 業を 成功 に 導い たフ ッ ツル （Evelinde

Hutzle） 氏の企画力には，大いに学ぶべきものがあ
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る。

1．3 日本の学術情報ポータルGeNii

ドイツのVascodaに相当する学術情報ポータルとし

て，国立情報学研究所（NII）の学術コンテンツ・ポー

タルGeNiiがある。これは，従来から行ってきた総合目録

データベースWebcat，情報検索サービスNACSIS-IR，

電子図書館サービスNACSIS-ELSに加えて， 論文情

報ナビゲータCiNii，電子ジャーナルリポジトリNII-

REO，図書情報ナビゲータWebcatPlus，大学Webサ

イト資源検索JuNiiなどの多彩なコンテンツを擁する

ものである。これらのコンテンツが完全に統合され，

コンテンツ自体もさらに充実すれば，日本を代表する

学術情報ポータルになるものと期待される。

1．4 東京学芸大学の教育系学術情報ポータルE-TOPIA

特定主題分野のポータルの試みとして，東京学芸大

学のE-TOPIAに注目したい。このサイトでは，同大

学が作成した教育情報の総合的データベースやオンラ

イン・チュートリアルとして有用な独自に作成したパ

スファインダーが利用できるほか，ネットワーク上に

分散する複数データベースの統合検索機能も備えてい

る。

単一の大学として提供するポータルとしては，非常

に豊富な機能が取り揃えられているものであり，今後

は，同様の教育系大学による共同コンテンツ作成が望

まれるところである。

２．図書館ポータル

次に，主にその機関内の利用者を対象として，その

機関の構成員に見合った学術情報を提供する「図書館

ポータル」の動向について紹介する。

2．1 MyLibrary

MyLibraryとは，図書館利用者が自分の利用傾向に

あったポータルページにカスタマイズできるというサー

ビスで， Yahoo！などにも類似の機能を見ることが

できる。米国では，様々な図書館・研究機関でこのパー

ソナライズ機能を実現している。ノースカロライナ州

立大学NCSUはオープ ンソースとしてMyLibrary@

NCSUを公開・提供しており，欧米の多くの大学がこ

のオープンソースを利用してMyLibraryサービスを

実現している。

日本でも，このオープンソースを再利用した図書館

シ ステ ムが登 場し つつ ある。 京 都大 学のiLiswave

MyLibrary， 立命館大学 のRUNNERS MyLibrary

などがそれであり，電子ジャーナル，リンク集，図書

館OPACなどを自由に組み合わせて，自分の好みの色

づかいのページを作成できるとともに，自分の貸出状

況なども確認できるサービスを実現している。

ほかに，コーネル大学，ロスアラモス国立研究所な

どでも，独自にMyLibraryサービスを開発している。

2．2 統合検索機能

米国研究図書館協会（ARL） では，2002年から３

年計 画 で ARL 学 術 ポ ータ ル プ ロ ジ ェ ク ト （ARL

Scholars Portal Project） を開始し，英国Fretwell-

Downing社をパートナーとした製品開発を行ってい

る。 開発されたMyLibrary製品ZPORTALは， 図書

館OPAC，電子ジャーナル，検索エンジンなどを統合

検索できるもので，検索結果の重複処理・ソート機能，

検索式・検索結果の保存機能などを有する。

統合検索の対象としては，Z39.50ターゲットのほか

に非Z39.50（通常のウェブ）データベースも選択でき

るようになっている。また，Open-URL（CA1482参

照）により検索結果の文献にアクセスが可能となって

いる。このほかに，利用者のプロファイルを登録する

などのMyLibrary機能も備えている。

また，トムソンISI社では，Web of Knowledgeの

機能拡張としてWebfeatという統合検索機能を用意し

ている。この機能により，従来Web of Knowledgeで

検索可能であったWeb of ScienceやCurrent Contents

などのほかに，他社のデータベース製品やアクセスフ

リーのデータベース，Z39.50の図書館OPACなどを統合

検索できるようになる。Webfeatはソフトウェアパッケー

ジとして提供されるのではなく，Web of Knowledgeの

１サービスとして提供されている。

2．3 米国におけるポータル機能の考察

上記ARLでの図書館ポータルプロジェクトのほか，

ポータルのあり方を考える上で，2003年８月に公表さ

れ た OCLC 研 究 部 門 長 の デ ン プ シ ー （Lorcan

Dempsey）氏の論考『図書館の再構築：ポータルと利

用者（The recombinant library : portal and people）』

が有益である。この論考では，これまでの図書館ポー

タルの試みについてレビューを行った上で，図書館ポー

タルを(1)固定的な情報提示 → (2)カスタマイズ可能

な情報提示 （MyLibrary）と固定的な統合検索（統

合検索機能）→ (3)カスタマイズ可能な統合検索とい

う図式で分析している。

また，図書館ポータルの機能的要件についても論じ，

図書館ポータルは単にMyLibrary機能と統合検索機

能にとどまらないという重要な指摘をしている。さら

に，図書館資源を場所・資料・サービスの３要素とす

る観点から，今後図書館ポータルが果たす役割と意義

について論じている。図書館ポータルが果たすべき理
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念を考える上で，必読の文献であろう。

またLCとしては，LCPAIG（Library of Congress

Portals Applications Issues Group）が米国議会図

書館のためのポータルアプリケーションの機能リスト

を2003年７月に公表した（E109参照）。このグループ

で は ， ZPORTAL， MetaLib/SFX， ENCompass/

LinkFinderPlusといった製品の比較検討を通じて，

LCが実現すべき図書館ポータルの機能要件約240項目

を，一般的事項，クライアント，検索機能，ヘルプ機

能等，知識データベース，認証機能，管理機能等に分

けて提示している。図書館ポータルの方向性を把握す

るためには向かないが，技術的な詳細要件を検討する

ための材料として利用することができるであろう。

2．4 日本におけるポータル機能の考察

日本では，国立大学図書館協議会の図書館高度情報

化特別委員会ワーキンググループが，2003年５月に図

書館ポータルの検討および提言を行なっている。これ

がわが国における図書館ポータルのあり方についての

最もよくまとまった検討資料であろう。総合的ポータ

ル，図書館ポータル，パーソナライズポータルという

観点で論述し，わが国での実現可能性について提言し

ているところは，現時点でも通用するものである。

また，図書館ポータルだけではなく，機関リポジト

リ，資料の電子化，サブジェクトゲートウェイ，デジ

タルレファレンス，オンライン・チュートリアルにつ

いての提言も，将来的な企画の指針となるところであ

ろう。

おわりに

本稿では，様々な学術的ポータルの取組みについて，

注目すべき動向を中心に紹介した。日本においても，

MyLibraryの実現など図書館ポータル普及の兆しが

みられる。利用者志向のサービスを目指した図書館ポー

タル機能の充実は，今後ますます望まれるところであ

ろう。

（東北大学附属図書館：米
よね

澤
ざわ

誠
まこと

）
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学術研究，とりわけ科学技術分野の研究活動において，

学術情報のオープンアクセス化に向けた運動が近年活発

になっている。最近では，英国・ウェルカム財団，英国

下院科学技術委員会，米国国立衛生研究所などからオー

プンアクセスの推進に向けた調査報告書の発行が続いて

おり，この動きは注目に値する。

本号では，これらの機関が発行した報告書を中心に，

英米におけるオープンアクセスの動向を取り上げる。

はじめに

科学研究コミュニケーション，特に自然科学分野の

コミュニケーションにおいて，学術雑誌を通した知識

の頒布・蓄積の果たす役割は大きい。研究活動という

社会的営みを支える基盤的システムであるピアレビュー

も，もともとは学術雑誌への投稿論文の掲載可否を判

断するために生じたシステムであり (1)，ピアレビュー

が制度化された17世紀以降，研究活動の学術雑誌への

依存は非常に大きなものとなっている。

本稿では，学術雑誌の出版をめぐる今日的状況を概

観したうえで，その経済的な側面，特に新たなビジネ

スモデルについての整理を行う。

１．科学研究出版の現況

科学研究出版に関わる近年の動向として一般に言わ

れていることは，電子出版の普及と学術雑誌の価格高

騰であり，これらの２つの動きが，科学研究出版の新

たなビジネスモデルである後述の「オープンアクセス

出版」が出現した背景にある。学術雑誌の価格が高騰

し，大学図書館の予算では雑誌の購読を切りつめざる

を得なくなる，いわゆる「シリアルズ・クライシス

（Serials Crisis）」は，それにより「科学に再投資す

るための購読料は消え去り，よってその学協会，ひい

ては科学プロセス全体が弱体化する事態を引き起こす」

ものという指摘もあり(2)，科学研究コミュニケーショ

ンの根幹に関わる問題として認識されるようになって

きている。

一方，1990年代以降のインターネットの普及に伴い，

急速に増加していった雑誌の電子出版，つまり電子ジャー

ナルは，学術雑誌の価格高騰に関連して，２つの側面

を持つ。１つは，ビッグ・ディール（Big Deal） と

呼ばれる雑誌購読のパッケージ化の促進であり，結果

として図書館の購読誌の選択が制限されてしまうとい

う問題も指摘されている。もう１つは，シリアルズ・

クライシスに抗しうる出版形態を支えるメディアとし

ての側面である。以下に述べる「オープンアクセス運

動」は，インターネットを介した電子出版が基盤となっ

ている。

２．オープンアクセス運動

シリアルズ・クライシスに象徴されるように，科学

研究コミュニケーションが商業出版社の支配的な影響

下にある現状を変革するため，科学研究出版に適正な

競争を求めて，研究成果の生産者であり利用者である

研究者自身の手に，科学研究コミュニケーションを取

り戻そうとする様々な動きが，1990年代末から起きて

きている。その代表的な試みの１つがSPARC (3)であ

る。SPARCは，米国の研究図書館協会（ARL）によっ

て創設された組織であり，提携機関との協力による低

価格の代替誌の出版などを推進して成果をあげている

（CA1469参照）。

そして世紀が改まり，ここ数年，特に注目されてい

るのが，「オープンアクセス」という理念である。オー

プンアクセスとは，「インターネット上で自由に入手

でき，その際，いかなる読者に対しても，論文の閲覧，

ダウンロード，コピー，配布，印刷，検索，全文への

リンク付け，索引付け，データとしてソフトウェアに

転送すること，その他，合法的な用途で利用すること

を許可し，財政的，法的，技術的障壁を設けない」こ

とを意味するものとされる。オープンアクセスの上記

の定義は，2002年にOpen Society Institute (OSI)が

母体となって創設されたブダペスト・オープンアクセ

ス運動（Budapest Open Access Initiative：BOAI)(4)

によるものである。オープンアクセス運動を推進する

BOAIは，研究者のセルフアーカイビングとともに，

オープンアクセス雑誌の出版を推奨している。

BOAIの宣言以降も，2003年６月のBethesda State-

ment on Open Access Publishing(5)，同年10月のベ

ルリン宣言(6)（E144参照）および英国ウェルカム財団

（Wellcome Trust）の声明 (7)，同年12月の国際図書館

連盟（IFLA）の声明(8)（E185参照）など， オープン

アクセスを支援する動きは続いており，また，前述の

SPARCも支援運動に加わっている（E111参照）。

オープンアクセス雑誌の出版に積極的に取り組んで

いる組織として挙げられるのが，BioMed Central，

そ し て Public Library of Science (PLoS)で あ る
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