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CA1626
動向レビュー
日本における機関リポジトリの展開
：学術情報流通と蓄積の変容

学術情報流通の変貌1.

年代後半から学術情報流通はインターネット1990
を基盤として展開している。学術雑誌は （科学STM
技術医学分野）を中心にその多くは電子ジャーナルと

なった。

年代から続いた雑誌価格の高騰は円高等の要1970
因により，日本への影響は諸外国より遅れて現れた。

年頃からその影響は顕著になり，予算の制約か1990
ら冊子体の購読を打ち切る図書館が増え，日本国内で

アクセスできる学術雑誌数は急減した。これは購読料

の値上がり→購読数の減少→さらなる購読料の値上が

りといったいわゆる「雑誌の危機（シリアルズクライ

シス 参照 」の日本版であった。; CA1543 ）

年以降，電子ジャーナルとそのビッグディー2000
ル契約が普及した結果，国内の学術情報アクセス状況

はかなり改善された。アクセスできる電子ジャーナル

タイトル数が増加し，学術情報流通を巡る段階は次の

ステップに入ったといえる。日本においても科学技術

振興機構（ ）の 等により，国内学協会JST J-STAGE(1)

の学術雑誌の電子化 が進んでいる。しかし，和雑誌

全体ではオンライン化とビジネスモデル確立の遅れか

ら，対応が遅れており，その結果，図書館間相互協力

における和雑誌文献複写の件数の増加が続き，洋雑誌

文献の比率を上回るようになった 。(2)

電子ジャーナル等のオンライン情報資源は購読契約

に基づいて出版社のサーバにアクセスするのが通例で

あり 「一次資料本体」は図書館に蓄積されない。こ，

のことは伝統的な図書館機能である「蓄積・保存機

能」概念の変化も意味するものである。

さらに世界的なオープンアクセス運動により学術情

報流通の在り方が見直されつつある現在，その一翼を

担う機関リポジトリ（ 参照）構築は重要な段CA1561
Registry of Open Access階にさしかかっている 。(3)

（ ）によれば ，世界で の機関Repositories ROAR 844(4)

リポジトリが立ち上がっており，その数は毎週のよう

に増加を続けている。 年 月時点でここには日本2007 2
の 機関リポジトリが登録されている。24
オープンアクセスの在り方については，米国あるい

は英国においては議論が活発に行われており（ ，E222
， ， 参照 ，議会でもとりあげられE241 E297 CA1600 ）

ている（ 参照）が，日本での理解はまだまだCA1544
低調である。
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学術情報そのものだけでなく，学会や関連行政・業

界の情報がインターネットを通じて公開され，メーリ

ングリストあるいはブログで議論され，パブリックコ

メントが集められるのが一般化している。学術情報流

通にかかわる現代的特徴である学術出版社・サービス

の 等の情報もインターネットを介して世界同時M&A
的に発信されている。ウェブ情報源とそれを探すサー

チエンジンは学術情報の流通を理解するのに不可欠な

ものになっている。

本稿ではこの学術情報流通と蓄積について日本の機

関リポジトリ構築を中心に記する。

電子図書館から機関リポジトリへ2.

日本では 年代，電子図書館振興策が積極的に1990
展開された。

通商産業省（当時）が国立国会図書館（ ）とNDL
協力して 年に開始した「パイロット電子図書館1995
実証実験 ，また 年には「国立国会図書館電子」(5) 1998
図書館構想 が策定され， 年の納本制度調査会」 (6) 1999
答申を受けて ， 年からは国立国会図書館法の改(7) 2000
正により などのパッケージ系電子出版物がCD-ROM

の収集対象となった。NDL
学術情報資源を中心としたものには 年に学術1993

審議会学術情報資料分科会学術情報部会から「大学図

書館機能の強化・高度化の推進について（報告 が）」(8)

出された。ここでは大学図書館のさまざまな機能の強

化について記述されているが，その一つとして電子図

書館的機能の整備充実が挙げられていた。さらに情報

通信技術の発展に対応し 年には学術審議会から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 （以下 「 年建議」と記載））」 ，(9) 1996
が出された。ここでは電子図書館を「電子的情報資料

を収集・作成・整理・保存し，ネットワークを介して

提供するとともに，外部の情報資源へのアクセスを可

能とする機能をもつもの」と定義し，電子図書館的機

能の整備の必要性を述べ，資料の電子化の推進，施設

・設備の整備，電子図書館にかかわる研究開発の推進，

組織体制の整備，図書館職員の研修の充実，情報リテ

ラシー教育への支援，著作権への対応を電子図書館的

機能の整備の方策として示した。

それより先， 年からは奈良先端科学技術大学1992
院大学において電子図書館構築の研究開発が進められ

ていた。学術情報センター（当時）においても，

年から と呼ばれる電子図書館シス1995 NACSIS-ELS
テムの構築・試行サービスが行われていた。

年建議」は，これらの先駆的試みをいっそう「1996
促進するとともに電子図書館プロジェクトを推進する

ことになった 「先導的電子図書館プロジェクト」と。

して国立の 大学，さらにその後 年には「電子的5 2000
情報の収集・検索システム」として国立 大学で重10
点的に電子図書館プロジェクトが進められた。他大学

2図書館においても様々な電子図書館化が実施され，

年度には一次資料の電子化を行っている大学は全001
体で ％，内訳は国立大学 ％，公立大学 ％，25.1 59.6 12.0
私立大学 ％になった 。20.3 (10)

しかしここまでの電子図書館の多くは本来持つべき

機能が十分 には備えられていなかった。その理由と

しては大学全体の教育研究活動との連携の欠如，電子

化対象資料の偏り，標準化等永続的な蓄積保存体制の

不備，不十分なメタデータ，検索機能の弱さなど，イ

ンターネット時代の電子情報の特長を活かしきれてい

ないことが挙げられる。

年，こういった状況と科学技術創造立国とい2002
う国家ビジョンおよび第二期科学技術基本計画 にお(11)

いて示された研究情報基盤の整備の必要性を踏まえ，

学術情報の流通基盤の充実について（審議のまと「

め （以下 「 年審議のまとめ」と略す）が出）」 ，(12) 2002
された。ここで打ち出された方策には学術情報の体系

的な収集，電子ジャーナルを安定的に利用できる体制

2002の整備，学術情報発信機能がとりあげられた 「。

年審議のまとめ」には「機関リポジトリ」の文言は記

されていないが，その内容は大学図書館が学内で生産

された学術情報の積極的な発信を行うほか，情報処理

関連施設等との協力により情報発信体制の確立を図る

こと，情報発信機能の整備に関して総合的な企画・立

案を行うこと，発信される情報のポータル機能を担う

こと，システム開発の情報などを共有するための連携

の枠組を構築すること等，機関リポジトリの概念が多

く含まれている。

文部科学省研究振興局情報課では，これを受けて

年 月から「学術情報の発信に向けた図書館機能2002 5
改善連絡会」を設置し，電子図書館機能整備のために

予算措置を受けた国立大学附属図書館に対して，情報

発信機能強化にむけた電子図書館機能の改善に必要な

取り組みを促した。その結果は「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 にまと）」(13)

められている。

オープンアクセスと学術情報流通3.

近年話題になっているオープンアクセスには様々な

考え方があるが，この運動の理念は 「学術論文の無，

料で制約のないオンライン利用を認める」ことに集約

される。この理念は，論文生産者である研究者が，論

文の出版から直接経済的な利益を得ることがないにも

かかわらず投稿するのは，その研究成果としての学術

論文の内容は人類にとって共通の知的資産であり，そ
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の内容を必要とするすべての人に知ってもらいたいと

思っていることを主たる論拠としている。このような

主張が唱えられた当初は，高額な学術雑誌の刊行によ

り，学術情報を寡占的に支配する少数の商業出版社か

ら，その主導的立場を研究者側に取り戻そうという目

的もあった。しかし，多様な機関，組織がそれぞれの

立場からこの運動に対応しているため，商業出版社対

研究者という単純な構図では理解できない複雑な状況

となっている。

オープンアクセスを実現するには「セルフアーカイ

ビング」と「オープンアクセス雑誌刊行」の二つの方

式がある。この二方式は性質が異なるものであり，相

互に対立するものではない 「セルフアーカイビン。

グ」は従来の学術情報流通のモデルはそのままにして

補完的にオープンアクセスを実施するというものであ

り 「オープンアクセス雑誌刊行」は，購読者支払い，

に頼る従来の学術雑誌刊行モデルとは異なる学術情報

流通を行おうとするものである。機関リポジトリ構築

はこの「セルフアーカイビング」の一部と位置づけら

れる。

機関リポジトリ構築事業４.

日本において，機関リポジトリ構築に最初に着手し

たのは千葉大学である。先の「学術情報の発信に向け

た図書館機能改善連絡会」を受け， 年 月「千葉2002 8
大学学術情報リポジトリ（仮称 」システム設計の取）

2004り組みを開始，ワーキンググループを設置し，

年には仮公開を実現している 。(14)

年 月からは国立情報学研究所（ ）の2004 6 NII
IRP-Workshop 6 DSpaceが国立 大学を中心に行われ，

参照 ， 等オープンソースの学術機（ ）CA1527 EPrints
関リポジトリ構築ソフトウェアの各大学における試行

運用を通じ，その構築・運用に係る技術情報を蓄積・

公開が行われた 。(15)

年度には国立 大学に早稲田大学・慶應義塾2005 17
大学を加えた国私 大学により 「次世代学術コンテ19 ，

ンツ基盤共同構築事業」が の委託事業として行わNII
れた。

年度には の 事業の一環として，公募に2006 NII CSI
より機関リポジトリ構築が進められている 。(16)

77 47 10 5この公募には 大学が応じ，国立 ，私立 の計

大学が採択され，機関リポジトリ構築事業が行われ7
ている。

ここで特徴的な点は公募という形式での資金配分，

， 」そして構築だけではなく 「先駆的な研究開発事業

として機関リポジトリ構築･運用に係る技術的あるい

は制度的な問題解決の実証的な提案を求められている

点である。

機関リポジトリを含む の活動については尾城がNII
述べているように，今後の機関リポジトリの発展は可

視性，評価とさまざまな要因をはらんでいる 。(17)

次世代学術コンテンツ基盤共同構築事業」参加大「

学以外でも機関リポジトリ構築は始まっている。大学

以外でも日本貿易振興機構アジア経済研究所等での活

動が行われている 。(18)

学術情報の流通と蓄積の課題5.

で記したとおり，電子ジャーナルの普及とビッグ1.
ディールによる契約体制の進捗により，日本における

を中心とした学術情報流通は大きく変化した。STM
STM査読制度を裏づけとした学術雑誌を中心とした

の流通体制は現段階では維持されているが，これもオ

ープンアアクセス運動により変化が生じつつある。

これに日本の機関リポジトリ構築事業がどのように位

置づけられるかには今なおいくつかの検討課題がある。

The institutionalジョーンズ（ ）らによるRichard Jones
では機関リポジトリの課題としてコンテrepository(19)

ンツ収集，技術，管理，広報，知的財産権を挙げてい

る。

機関リポジトリが対象とするコンテンツは教材から

研究論文，各種史料とその範囲が広い。そのため何を

対象とし，どのようにメタデータを付し，永続的に運

用する体制をどのように構築するかの経営判断は難し

い。 才人口減少により，大学経営そのものが危う18
いとされる環境下で新たな投資を行うことの難しさも

ある。しかし大学（研究機関）がその名に相応しい機

関であろうとする場合，十数年前の ホームページ」「

設置状況を考えても，機関リポジトリは可視性，説明

責任，評価の観点からもその中核となりえよう。機関

リポジトリの主となる研究コンテンツの収集について

は，すでに多くの大学が運用している「研究者業績

」との関係も問題になる。ウェブ全盛の今日におDB
いては書誌情報と所蔵情報だけの提供で情報利用者が

満足するものではない。機関リポジトリが「機関」の

存在理由を示すものであるためにもスマートな運用が

必要である。

研究者からのコンテンツ提供を受けるためには，可

視性の向上が重要である。より多くの引用，より良い

評価につなげるためにも，機関リポジトリに搭載され

たコンテンツが様々な形で検索され，利用されるのが

望ましい。そのためには学術サーチエンジンである

等Google Scholar Windows Live Academic Search，

との関係が一つのポイントとなる 参照 。さ（ ）CA1606
らにリンクリゾルバを活用した情報ナビゲーションを

利用者に便利なように提供する必要もある。

その研究開発動向のひとつとして 次世代学術コNII
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ンテンツ基盤共同構築事業の中で北海道大学， 千葉

大学，筑波大学，名古屋大学，九州大学等が共同

AIRway Access path to Institutional開発を行っている （

）プロジェクト がある。Resources via link resolvers (20)

プロジェクトは機関リポジトリに登録されAIRway
たオープンアクセス文献へのナビゲーションを目

的とするものである。文献を一意に特定する情報（ ，ID
引用情報， （ 参照）など）を与えOpenURL CA1482
ると，その文献がどこの機関リポジトリに登録されて

いるかという所在情報（具体的には ）を返すものURI
である。 から自機関のコンテンツを参照してAIRway
もらうためには，機関リポジトリのメタデータを

サーバに登録すればよい。登録のための条件AIRway
は， 参照）に対応した機関リポジOAI-PMH CA1513（

トリを運用していること，すべてのアイテムが文献本

体を伴うこと， もしくは のメタデータフoai_dc JuNii2
ォーマットでハーベストが可能であることの つであ3
る。 はリンクリゾルバ 参照）であるAIRway CA1482（

と誤解されることがあるが， はあくまで知識AIRway
ベースであって，リンクリゾルバは既存のものを使う

なり，独自開発をして， への問い合わせ設定AIRway
を行うことになる。一旦リンクリゾルバを にAIRway
対応させれば，電子ジャーナル購読契約機関所属以外

の利用者でも文献に導くことが可能になる。

おわりに6.

日本の学術情報流通は長く海外学術雑誌の導入と国

内流通体制の整備に力が入れられてきた。 ，日NDL
本科学技術情報センター（当時 ，各大学図書館と学）

術情報政策の多くがそこに傾注されていた。一次資料

の整備だけでなく，総合目録や 体制の整備，二次ILL
資料さらに二次資料 とオンライン情報検索サービDB
スの活用， や 等の一連のサービスがそNDL NACSIS
れに続いた。しかし この 年の学術情報流通の変革10
は利用者の情報利用行動を含め，まさに新世紀のもの

といえる。

今後の学術情報流通を考えるにあたっては情報通信

技術をどのように情報サービスに取り込むかといった

研究開発，またそれをいかに効果的に提供するかとい

う経営活動が必須である。従来からの図書館機能とこ

れからのあるべき情報サービス理念に裏打ちされた学

術情報流通への対応が迫られているのである。

）（筑波大学大学院図書館情報メディア研究科：逸村 裕
いつむら ひろし

科学技術情報発信・流通総合システム： 科学(1) J-STAGE.
. ( , <http://www.jstage.技術振興機構 オンライン 入手先)

jst.go.jp/browse/-char/ja>,( 2007-1-19 .参照 )
佐藤義則ほか 日本の大学図書館における の需給状(2) . ILL
況の変化： ログデータ（ ）の分NACSIS-ILL 1994-2005

. 54 . 105-108.析 日本図書館情報学会第 回研究大会

科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会学術(3)
情報基盤作業部会 学術情報基盤の今後の在り方につい.
て 報告 東京 科学技術・学術審議会学術分科会研究( ). [ ],
環境基盤部会学術情報基盤作業部会 オンライ, 2006,(

), <http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/ン 入手先
gijyutu4/toushin/06041015.htm>, 2007-1-19 .（参照 ）

(4) Registry of Open Access Repositories (ROAR).
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