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CA1691■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
学術情報プラットフォームとしてのCiNii

1. はじめに
　国立情報学研究所（以下、NII）が運営する論文情
報ナビゲータ CiNii（サイニィ）は、サービス開始か
ら 5 年目を迎えた 2009 年 4 月に新しいシステムの導
入を行った（図 1）。
　筆者が携わった今回のシステム導入では、学術情
報プラットフォームとしての CiNii の立脚点を明確に
し、それに沿った CiNii の再設計・開発を行った。本
稿では、システム導入の概要について述べるととも
に、その背景にある学術情報流通プラットフォーム
の考え方について概説する。

2. CiNii の概要
　CiNii は学術論文を対象とした国内最大級の情報サ
ービスである。NII が電子化している約 300 万件の
学協会誌・大学研究紀要だけでなく、国立国会図書
館の雑誌記事索引、科学技術振興機構の J-STAGE、
Journal ＠ rchive、ならびに各大学・研究機関で構築
が進む機関リポジトリと連携し、計 1,200 万以上の書
誌データを検索することができる。また、NII が構築
している引用文献索引データベースに基づき、論文
の引用・被引用関係を表示することができる。

　CiNii は 2005 年 4 月から提供されており、現在は
5 年目に入ったところである。この間に、学術情報サ
ービスは「ウェブ 2.0」という言葉に代表される情報
環境の激変に直面することになった。ユーザ層が格
段に広がり、専門家・学生に対するサービスだけで
なく、一般ユーザにも目を向けた情報流通の基盤と
しての機能が求められるようになった。

　こういった流れを受けて、CiNii では 2006 年 12 月

から 2007 年 4 月にかけて大幅なリニューアルを行
った。このリニューアルでは、契約機関に所属して
いる研究者・学生のみにアクセス権限が与えられて
いた書誌情報を原則一般公開し、Google あるいは
Google Scholar といった外部の検索エンジンから検
索可能とした。リニューアルの結果、利用率を示す
各種指標（検索回数・書誌情報表示回数等）におい
て、3 ～ 10 倍程度の大幅な増加が記録されるととも
に、多数の一般ユーザの流入が確認された。このリ
ニューアルの目的や内容に関する詳細、経過は拙論
文に詳しい（1）。参考にされたい。

3. 学術情報プラットフォームのために

3.1 課題
　前述のリニューアルは大きな成果を上げたものの、
一方で新たな課題を浮かび上がらせることにもなっ
た。
　ここでは主な課題として 3 点を挙げる。

・パフォーマンス
　アクセス数の急激な増加は CiNii のシステム全体に
極めて重大な影響を与えた。2005 年 4 月のサービス
開始時、さらに遡れば設計時の想定をはるかに上回
る数のアクセスを処理しなければならず、結果とし
てスローダウンやシステム停止といった事象が頻発
した。こういった事象には可及的速やかに対応しな
ければならないが、システムの特性によっては改修
に多大な時間・コストを必要とする場合があること
から、どのような方法が適切かを見極めるのは難し
い。

・ユーザビリティ
　外部の検索エンジンとの連携によって、新たなユ
ーザが CiNii を訪れる機会が増加した。そのうちの
多くは専門家ではない一般ユーザであると思われる。
これら一般ユーザにとって、専門家向けに設計され
た検索インターフェイスや書誌詳細表示画面はなじ
みのあるものではない。その結果、論文情報を有効
活用しないまま CiNii から立ち去るという例が多く見
られた。専門家と一般ユーザが学術情報サービスに
望むものは大きく異なるものと予想されるが、両者
が一定の満足度を得られるユーザビリティを実現す
ることは急務である。

・オープン化
　前 2 点とは異なり、目の前にある課題ではないも
のの、多くのウェブサービスで取り入れられつつあ

図1　CiNiiのスクリーンショット
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るオープン化の動きをどのように取り入れるかは
CiNii の将来を考える上で重要な問題である。ここで
のオープン化とは、情報を単純に一般公開すること
ではなく、機械処理されることを念頭に置いた構造
化データの配信・配布を意味する。

　これら 3 点の課題は、CiNii が学術情報プラットフ
ォームとして機能するかどうかの試金石であるとい
える。
　自らがプラットフォームと名乗れるようになるた
めには、多数のアクセスにも耐えられる設計である
こと、あらゆるユーザに開かれた使いやすいシステ
ムであること、また他のサービスがプログラムを通
じて一部の機能を組み込めるようにすること、の 3
点は必要条件であると言って差し支えない。また機
械処理を許可するためには、大量のアクセスを高速
に処理し、意図しない遅延やダウンが発生しないよ
うな設計が求められる。

3.2 設計
　新システムでは、上記の 3 点の課題を解決し、
CiNii が学術情報プラットフォームとして機能するこ
とを最優先事項として設計・開発を行った。

　まず、パフォーマンスについては、旧システムの
機能分析を行い、データを作成するためのバックエ
ンドシステムと作成されたデータに基づくサービス
を行うためのフロントエンドシステムを完全に切り
離し、フロントエンドシステムの性能向上に特化す
ることとした。その上で、ごく少数の大型計算機で
処理を行うスケールアップ・アーキテクチャを廃し、
小型のサーバを必要に応じて追加することでパフォ
ーマンスを向上させることができるスケールアウト・
アーキテクチャを採用した。これによって、数年後
の利用予測に左右されず必要最小限のコンパクトな
システムを構築できる状況を整えた。

　次に、ユーザビリティについては、設計の最初期
段階からユーザビリティの専門家と協力し、ユーザ
が体験する画面遷移のモデル作成と個別のページの
詳細なデザインを行った。この過程では筆者をはじ
めとする NII 担当者をユーザと見立てた徹底的なユ
ーザ中心設計が行われた。また、これらの作業は一
般的なシステム構築で必要となる機能面での要件定
義とは完全に切り離した状態で行い、ユーザビリテ
ィ設計の成果物としての画面遷移図ならびにデザイ
ンをそのままシステム構築のための仕様とすること
で、ユーザビリティが重要な要素であることを関係

者に知らしめる効果があった。

　オープン化への対応では、CiNii の主要な機能で
ある検索機能と書誌詳細表示機能について、機械処
理が可能なように構造化されたデータを入手できる
ように設計した。検索機能についてはデファクトス
タンダードである OpenSearch に準拠し、検索結果
一覧のリストを RSS 1.0 形式ないし Atom 1.0 形式で
入手することができる。また、書誌詳細表示機能で
は、RDF（Resource Description Framework）に則
った書誌データの表現を行っている。いずれも書誌
データならではの属性を表現するために Dublin Core
や PRISM（Publishing Requirements for Industry 
Standard Metadata）（2）といった標準規格団体が提供
する語彙を使用している。これらは、データを活用
する側である開発者の負担を可能な限り小さくした
いと考えているからである。また、OpenSearch の
返戻形式の一方である RSS 1.0 と書誌で用いられる
RDF はデータ記述方法が統一されており、また相互
にリンク付けされているため、機械処理によって検
索から論文の発見、著者名や所属名の抽出までが容
易に行える。これは、機械処理によってウェブ上の
データを知的に活用するセマンティックウェブの理
想像に近い。

　検索の OpenSearch ならびに書誌 RDF は、コン
ピュータからのリクエストを受け付け、それに適し
たデータを返戻するという意味でウェブ API の一種
であるといえる。筆者らは、CiNii においてパフォー
マンス強化の施策を行ったことをふまえて、このウ
ェブ API を広く普及させ、開発者コミュニティの育
成を行いたいと考えている。その先鞭をつける試み
として、2009 年 6 月から 9 月にかけて CiNii ウェブ
API コンテストを開催し、これらのウェブ API を利
用したアプリケーションを募集している（3）。

4. 成果と今後
　2009 年 7 月現在、新システムの導入から約 4 か月
が経過しているが、その効果は非常に大きい。前回
のリニューアル後の 2007 年 4 月から 2009 年 6 月ま
での月間の検索回数ならびに月間の本文 PDF ファイ
ルダウンロード回数を図 2 に示す。導入直後の 4 月
において検索回数は前年同期比 1.8 倍、本文 PDF ダ
ウンロード回数は 2 倍程度の伸びが見られる。また、
これらの数値は過去のすべての期間における最高値
であり、5 月・6 月と月を追うごとにさらに増加して
いる。
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　アクセス増加の要因にはさまざまなものが考えら
れるが、システムの高速化とユーザビリティの向上
によって、ユーザが CiNii の中で何度も試行錯誤しな
がら検索しているのではないかと推測される。また、
本文 PDF ファイルダウンロードも順調に増加してい
ることから、最終的には満足のいく検索結果が得ら
れていることがわかる。今後はウェブ API 経由のア
クセスが増えると予想される。機械的なアクセスを
制御することは難しいが、開発者と協力しながら互
いにとって実りのある関係を築けるよう、システム
の監視やチューニングを継続的に行っていく所存で
ある。

5. おわりに
　筆者らは学術情報プラットフォームの実現を目指
して、論文情報ナビゲータ CiNii の再設計、開発を行
ってきた。現段階ではパフォーマンス等に問題はな
く、頑健なプラットフォームを作ることができたの
ではないかと自負している。今後はウェブ API を通
じて外部の開発者との連携を強化し、新たなアイデ
アを常に取り入れられる体制を構築する予定である。
また、研究と事業を 1 つの組織で行っている NII の
特徴を生かし、研究成果を積極的に学術情報プラッ
トフォームに取り入れていくことを目指す。

（国立情報学研究所：大
おお

向
むかい

一
いっ

輝
き

）

（ 1 ）大向一輝 . 学術情報サービスのユーザモデルとファインダ
ビリティ . 情報の科学と技術 . 2008, 58(12), p. 595-601.

（ 2 ）“PRISM”. IDEAlliance.
　　http ://www. idea l l i ance .org/ industry_resources/

intelligent_content_informed_workflow/prism, (accessed 
2009-08-10).

（ 3 ）“CiNii ウェブ API コンテスト 実施要項 ”. CiNii.
　　http://ci.nii.ac.jp/info/ja/web_api_contest_2009.html,（ 参

照 2009-08-10）.

図2　リニューアル後の利用回数の推移
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CA1692■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ニューヨーク・タイムズ紙が報ずる

「読むことの将来」

1. はじめに
　ニューヨーク・タイムズ紙は、2008 年 7 月から
2009 年 2 月にかけて、電子メディアをめぐる三つの
記事を、シリーズ「読むことの将来」（The Future 
of Reading）として掲載した。「リテラシー論争：オ
ンラインって、本当に読んでいるの？」（“Literacy 
Debate: Online, R U Really Reading?” 2008 年 7 月
27 日）（1）、「読者を釣るおとりとしてのテレビゲー
ム」（“Using Video Games as Bait to Hook Readers” 
2008 年 10 月 5 日）（2）、「ウェブ時代、図書館業務も更
新」（“In Web Age, Library Job Gets Update” 2009
年 2 月 15 日）（3）である。今後もシリーズは続くかも
しれないが、現段階（2009 年 6 月末時点）でこれら
の記事を紹介しよう。

2. 各記事の概要
　第一の記事「リテラシー論争」は、本を読むこと
とネットで読むことを対比する（「読むこと」に属さ
ないゲームとテレビに言及しつつ「読むこと」の場
を定めている）。読まないよりは少なくとも読んだ方
がよい、ネット上での読みは新たなリテラシーとし
て必要になる、持続的・集中的な読書力は本でしか
培われない等々、両者の重要性に関する主張が併置
され、また、ネットの読みは本とは別のかたちで脳
の回路と認知の様式を変えるがどのように変わるか
まではわかっていないこと、読書障害を持つ子ども
にとってネット上の読みは楽であること、等の知見
と事例が紹介される。記事はネットでの読みをリテ
ラシーのテストに含めるかどうかをめぐる議論の紹
介で締めくくられる（2009 年、OECD は電子的な読
みのテストを導入するが、米国はそれには参加しな
いという）。
　第二の記事「読者を釣るおとりとしてのテレビゲ
ーム」は、第一記事で読むことに属さないとされた
テレビゲームと本との著者によるタイアップ事例（内
容の関連付け）から始まり、タイアップが著者、教
師、図書館員、出版社などで試行／指向されている
こと、それに対する賛否両論が紹介される。読み手
が本とゲームに求めているものは同じである、ゲー
ムは感情的にも知的にも本ほどの複雑さを持ち得な
い等、両者の等価性をめぐる議論がそれに続き、次
いで、十代を対象にしたゲーム・トーナメントを図
書館が主催する事例が紹介される（場を介した両者
の関連付け）。記事では、ゲームは不要な要素を排除

して仕事に集中する訓練によい、そうしたスキルは
場面を変えたとき適用できない、ゲームの参加感覚
は学習効率を改善するといった研究結果も紹介され
る。
　第三記事「ウェブ時代、図書館業務も更新」では「情
報リテラシー教師」という新たなタイプの学校図書
館員ロザリア（Stephanie Rosalia）氏の実践が取り
上げられる。ロザリア氏は、ネット上の情報リテラ
シー、パワーポイントの使い方や論理的なまとめ方
といった新たな情報実践を進めつつ、本を調べるこ
と、読むことも重視し、毎週末の開館時には本だけ
を扱う。母語の異なる多様な生徒を対象にした活動
が紹介されたのち、記事はロザリア氏の「とにかく
読む必要はある」という言葉で締めくくられる。

3. 議論の照準
　明示されてはいないが、記事を通して、「読むこと」
は功利的／機能的に捉えられている（それゆえ、第
一記事と第二記事のモチーフは記事の展開につれて

「読むこと」一般から「情報操作／リテラシー」へと
移行し、第三記事では「とにかく読む必要はある」
というスローガン的引用で締めくくられる）。その上
で、全記事を通して確認されていることは、（1）ネ
ットやゲームの吸引力は概ね本よりも強いこと、（2）
ネットで読むことが有効かどうか、本とどう違うか
について諸論はあるが、決定的な結論ではないこと、

（3）ゲームと読むことのタイアップなどについても
同様であること、という極めて無難な現状である。
全体として、功利的／機能的な「読むこと」をめぐ
っては、それなりに目配りが効いた記事となってい
ると言えるが、米国でかなり広まってきた電子ブッ
クは取り上げられていない（今後の記事で扱われる
かもしれない。なお、電子ブックの動向については、
TeleRead（4）からの記事が、筆者影浦も開発にかかわ
ってきた「みんなの翻訳」サイトで継続的に紹介さ
れている（5））。個人的に最も興味深かったのは、読書
障害を抱える子どもに電子メディアはやさしい場合
があるという点である。Google SketchUp が自閉症
の子どもたちのコミュニケーションを開く可能性が
あることが少し前に報道されていた（6）が、技術がリ
テラシーのバリアフリーに向けた新たな道を拓く可
能性が示唆されていることは極めて重要である。

4. 欠落
　一方、メディア論と読書論の現状に照らして、記
事には二つの欠落がある。第一に、既往のメディア
をめぐる考察がまったくないこと。第三記事で、意
図的に誤った情報を掲載しているサイトを通してウ
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ェブが必ずしも信頼できないことを学ぶ実践として、
コロンブスが携帯を使っている例が挙げられている
が、ポストコロニアル理論を一応経たはずの現在、
先住民虐殺の先鞭を切ったコロンブスを、あまたあ
るであろう事例の中から挙げるニューヨーク・タイ
ムズ紙自身を検討する実践例は当然扱われないし、
既往メディアがウェブ同様多くの誤りを含んでいる
ことも議論の対象にはならない（例えばニューヨー
ク・タイムズ紙を含む西洋メディアの多くはインドネ
シアによる不法占領時代を通して東ティモールをイン
ドネシアの一部であるかのように報道してきた（7）（8））。
どうやら、「人間の解剖は猿の解剖には役立」たない
らしい。
　メディア論的な欠落とちょうど対応するかのよう
に、「読むこと」とはどのような出来事なのかについ
ても、記事では考察されない。例えば、第一記事では、
ネットでの読みの利点を強調する文脈で（のみ）「400
ページの本を読むためには長い時間がかかる」とい
う言葉が引用されるが、それなりに多様な意見を配
置しているはずの記事中のどこにも、「長い時間がか
かる」ことこそが楽しみであり価値であるという視
点はない（私たちはここで「古びないのはあの天候で
あって、アミエルの哲学ではないはずなのに」（9）とい
う、バルトの言葉を思い浮かべるだろう）。功利的・
機能的視点の全体化の中で、「テクストの快楽」がも
たらされるのはゆっくりと身を任せることによって
のみであること、そして本や映画、ネットなどのそ
れぞれに固有の質感があること（読書障害の例は本
質的にはここに関わるのではなかったか）が忘却さ
れるならば、議論は、タイ料理と日本料理とシリア
料理とフランス料理を味や心地よさからではなく栄
養の観点からのみ比べるようなものにならざるを得
ない。当然、そうした議論も必要だが、それは、今、
強く求められている議論のごく一部でしかない。

5. 終わりに
　三記事は、既往メディアを前提とし、功利主義的
に「読むこと」を規定した上ではそれなりにバラン
スが取れ、興味深い個別情報も紹介されている。ただ、
ネット上にはもっと面白い記事と情報がたくさんあ
る。その意味で、この三記事は、その内容において
よりもその存在においていっそう、「何を読むか」の
観点から見た読書の将来を示している――もはやニ
ューヨーク・タイムズ紙を読む時代は終わった。そ
れでもあえて、メタ・メディア論的視点を持って読
むとき、重要な問いが立ち上がる。そもそも「読む
こと」とは何であったのか、既往メディアとはどの
ようなものだったのか。三記事はいずれもネットで

読めるので、ぜひ読んでいただきたい。
（東京大学：影

かげ

浦
うら

　峡
きょう

）
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オープンアクセスは被引用数を
増加させるのか？

1. オープンアクセス効果は神話か
　オープンアクセス（以下、OA）を支持・推進する
論拠の一つとして、「OA 論文は非 OA 論文よりも頻
繁に引用される」というものがある。つまり、イン
ターネットに接続可能であれば誰でも読むことがで
きる論文は、オンライン上に無いあるいは契約上読
むことができない論文よりも頻繁に読まれ引用され
る、という主張である（ここでは、これを「オープ
ンアクセス効果（以下、OA 効果）」と呼ぶことにす
る）。分野に関わらず研究者が電子ジャーナル（以下、
EJ）で学術雑誌論文を入手するようになったこと（1）、
EJ の閲読可能性は所属機関の図書館の契約状況に依
存しかつ機関間格差があることを考慮すれば、この
主張は一見理にかなっているように思われる。
　2001 年にローレンス（Steve Lawrence）（2）によっ
て初めてのこのテーマに関する論文が発表されて以
来、現在までに多くの調査研究が行われ、文献リス
ト（3）やレビュー論文（4）も執筆されている（CA1559、
CA1684 参照）。表は、これまでに行われた代表的調
査をまとめたものだが、これらの調査結果は、OA 効
果の有無をめぐって一種の論争を生み出している（5）。
OA 効果が確かなものであり、自ら執筆した論文が多
くの人に読まれることを研究者が望んでいるとすれ
ば、論文を OA にすることはその要望を実現する望
ましい手段として推奨される。たとえば、ハーナッ
ド（Stevan Harnad）はこの立場の代表的人物である。

一方で、デイビス（Philip M. Davis）のように、よ
り厳密な調査方法をとれば OA 効果は認められない
とする立場のものもいる。現時点でも OA 効果の有
無について結論は出ていないが、ここでは OA 効果
論争を網羅的に扱うのではなく、より最近の動向か
つ中心的問題に焦点を絞り、いくつかの代表的な調
査に言及しながらこの論争を整理したい。

2. 相関関係か因果関係か
　OA 効果論争の最大の争点は、「オープンアクセス」
が原因で「論文の被引用数の増加」が結果、という
因果関係が本当に成立しているかということだと思
われる。ローレンスらの初期の調査は、OA 論文と非
OA 論文それぞれの被引用数を算出しその比率は OA
論文の方が高いと指摘しているが、見いだしている
のはあくまで OA と論文の被引用数との相関関係で
あり、因果関係までをも示すものではない。論文の
被引用に影響を与えうる多数の要因があることを考
慮すれば、OA と被引用数だけを見ていても OA 効
果を主張することには無理がある。

2.1 調査方法上の問題
　こうした多様性を過度に単純化せず整理したのが、
カーツ（Michael J. Kurtz）らである（11）。カーツらは、
OA 効果の要因を、1）オープンアクセス仮説（Open 
access）、2）早期アクセス仮説（Early access）、3）
自己選別仮説（Self-selection）の、非排他的な 3 要
因に区別している。オープンアクセス仮説は、論文
へのアクセスに制限がないためより容易に読むこと
ができ従ってより頻繁に引用されること、早期アク
セス仮説は、論文が公式に刊行される前にプレプリ

動向レビュー

注：    
*1 物理学分野のみのタイトルは不明    
*2 哲学は1999年から2000年    
*3 対象タイトルに1970年から2003年に掲載された論文およびAstrophysical Journalに2003年に掲載された2,592件    
*4 著者（ムード）の解釈による    
*5 期間はタイトルによって異なる    

表　オープンアクセス効果に関する先行研究
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ントサーバ等で公表されるためその分引用されうる
機会が増えること、自己選別仮説は、著名な研究者
が論文を OA にするあるいはより重要な論文ほど
OA にすることをそれぞれ意味している。カーツらに
よって示されたこの 3 要因は、以後の研究の枠組み
を方向付けた重要なものである。
　2005 年に発表されたカーツらの研究以前のものが、
調査方法上ある意味素朴なものであったのに対し、
それ以後の調査研究は OA 以外の要因を考慮すると
ともに多変量解析など、より統計的に頑健な手法に
よって、OA 効果の有無を検証しているところに大き
な特徴がある。その代表例として、アイゼンバッハ

（Gunther Eysenbach）（12）、ムード（Frank Moed）（16）、
デイビス（17）の調査があり、以下では各調査を簡単に
紹介する。

2.2 交絡因子
　医療情報学の研究者であるアイゼンバッハの調査
は、疫学という方法論に基づき、交絡因子を考慮し
た研究デザインに最大の特徴がある。交絡因子とは、

「原因および結果の両者と関連しているもの」（22）を
指す。彼は、これまでの OA 効果調査は、セルフア
ーカイブされたあるいは Web 上に無料公開されて
いる論文を対象としており、調査上の問題点として、
a）要因と結果を同時に観察する横断研究であること、
b）早期アクセスなど他の要因を考慮していないこと、
c）交絡因子の調整を考慮していないので誤った結果
を導いている可能性があること、を指摘している。
そこでアイゼンバッハは、ハイブリッド型 OA ジャ
ーナルである米国科学アカデミー紀要（PNAS）に掲
載された論文を対象に前向きのコホート研究（論文
を OA と非 OA に分けた後に、将来生じる被引用数
を追跡すること）を行った。彼は、著者および論文
に関する変数（著者の所属機関の国、論文発表件数、
著者の 1 論文あたりの平均被引用数、論文の公開経
過日数、主題領域、共著者数など）といった交絡因
子を調整して、OA の方が将来の被引用数が多くなる
という仮説の検証を行った。その結果、既知の交絡
因子を調整しても OA が被引用数の多さに有意に影
響を与えていることを示した（ただし、他の要因も
同様であり、OA が主要な要因であるかまでは示され
ていない）。

2.3 ビブリオメトリックス
　引用分析で著名なムードの調査は、ハーナッドら
の調査手法に基づいているものの、カーツらの 3 要
因をビブリオメトリックスの手法によって分析して
いるところに特徴がある。クレイグ（Iain D. Craig）

らは、ムードの調査は被引用数の計測期間を固定し
た初めての調査であると指摘している（4）。つまり、
たとえば調査時点で 10 年前の論文と 1 年前の論文で
は、前者の被引用数が多くなる可能性は高いわけで
あり、刊行年に関わらず同じ条件の下で被引用数を
計測している。
　調査では、物性物理学の学術雑誌に掲載された論
文を対象に、プレプリントサーバ arXiv に登録され
た論文と登録されていない論文を比較している。結
果として、arXiv に登録された論文は登録されていな
い論文よりも被引用数が多かったが、それは論文が
OA になっているためではなく、OA 論文が早期に公
開されていること・より引用される論文を執筆して
いる著者が多いためであると述べている。

2.4 ランダム化比較試験
　デイビスの調査の最大の特徴は、ランダム化比較
試験（RCT）を行っていることである。RCT とは、
医学分野でよく用いられる方法で「対象患者を無作
為に 2 分に割りつけて、2 つの治療法の効果を比較す
る方法」（22）であり、たとえば、新しい薬が、従来の
薬と比較して優れているのか調べる際などに用いら
れる。ここでは、治療法が OA で、対象患者は論文
である。デイビスは、先行研究では（過去にさかの
ぼって調査する）「後ろ向き観察研究の手法をとって
いるため、自己選別のバイアスを排除できていない」
として、研究の結果が真実を反映している可能性が
最も高い（22）RCT を行った。具体的には、米国生理
学会の協力を得て、同学会が刊行しウェブサイトで
EJ として提供している雑誌に掲載された論文が OA
になるかどうかを無作為に割り当て、その後の OA
論文と非 OA 論文のダウンロード数と被引用数の差
を比較している。結果として、刊行１年後において、
OA は論文のダウンロード数に統計的に有意な差をも
たらしているものの、被引用数には有意差は見られ
ないことが指摘されている（同時に、セルフアーカ
イブされた論文も（つまり、自己選別仮説）、被引用
数に有意差がない）。
　ただし、RCT というエビデンスレベルの高い調査
手法を用いているデイビスの調査に対して、研究結果
を発表するのが早すぎたのではないかという調査手法
上の問題と倫理的な問題が指摘されている（23）。たと
えば、アイゼンバッハは、RCT の対象となった論文
が発表されてから１年後（より正確には 9-12 か月後）
に被引用数を計測することは、対象論文Aが別の論
文Bに引用され、その論文Bが Web of Science に索
引される期間を考えると時期尚早で、4 年計画にも関
わらず 1 年目にネガティブな結果をなぜ公表したの
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かと指摘している。指摘に対して、デイビスはさら
に 6 か月後の分析結果でも有意差はないことを報告
しているが、今後も継続して調査をすると述べてい
る。

3. オープンアクセスは何をもたらしたのか
　これまで述べてきた論点を図にまとめた。この図
から、OA と被引用数との間には、考慮しなければ
ならない多数の要因が複雑に関係していることは明
らかで、論文が OA であるかどうかと被引用数だけ
を見ていてはもはや不十分である。たとえば、エヴ
ァンス（James A. Evans）は、OA は北半球の先進
国よりも南半球の途上国の著者の引用行動に影響を
与えていることを指摘している（21）。これは利用者
の予約購読状況を反映した結果であると考えられる
が、利用者のログ分析と組み合わせた調査研究はま
だ見られない。ほかにも、被引用数の計測について、
代表的なツールである Web of Science による被引
用数の計測は、収録対象外の学術雑誌における引用
までを捉えられない問題もある。ランシン（Van C. 
Lansingh）らは，Web of Science ではなく、Scopus
と Google Scholar を利用して被引用数を計測してい
る（20）。
　現時点で言えるのは、OA 論文はより頻繁にダウン
ロードされ引用されることもあるが、被引用数に関

しては OA はその原因であると言い切れない、とい
うことであろう。つまり OA 論文の持つ無料でアク
セスできること以外の要因が被引用数に影響を与え
ている可能性があるということである。
　この 10 年弱で 20 前後の調査研究が行われている
ことを考慮しても、現在までに発表されている調査
結果からは、学問分野間の違いや調査方法の不統一
により、OA は論文の被引用数を高めるという主張
の一般化は困難であると考えられる。論文の入手経
路は、学術情報流通の電子化が進むにつれて多様な
手段が開発されており、調査研究ごとに条件の統一
が困難になってしまう。今後このテーマの研究を行
う場合、より厳密な研究デザインを設計することを
前提に分野ごとに調査を行う必要があるだろう。ハ
ーナッド（24）、アイゼンバッハ（25）、デイビスは現在も
調査を継続あるいは新しい調査を実施しており、そ
れらの結果が公表されることが待たれる。日本で
も、日本化学会（26）の OA オプション（Open Access 
Option）利用論文を対象とした事例や日本動物学会（27）

の機関リポジトリ登録論文を対象とした事例の調査
が行われており、その結果が期待されるところであ
る。

（名古屋大学：三
み

根
ね

慎
しん

二
じ

）

図　オープンアクセス効果に関わる諸要因
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今日のトップ・ニュース「米国の新聞が
絶滅危惧種に指定されました !?」

「私たちが地域や国、世界を学ぶ源だった新聞が、今
や絶滅危惧種のようなありさまだ。」

ジョン・ケリー（John Kerry、米連邦議会上院
議員、元民主党大統領候補者）（1）

「テレビニュースは優れた新聞の代わりにはならない
…（中略）…。国民がニュースの情報源をもっぱら
テレビに依存するようになれば、民主主義の屋台骨
が危うくなると言っても過言ではない。」

ウォルター・クロンカイト（Walter Cronkite、
元 CBS ニュース・アンカー）（2）

はじめに
　本稿の目的は、最近の米国新聞界の動向、とくに
現在ある「新聞」という形式の媒体が深刻な危機に
直面している現状を、いくつかの具体的事例やデー
タにもとづき、できるだけ簡素に報告することであ
る。
　現状報告（本稿執筆時は 2009 年 6 月末）であるた
め、普遍性のある学術的知見を示すことはできない
が、それでも米国における新聞産業の苦境を本誌で
紹介する意義はけっして小さくない。それは、大き
く以下の 3 つの理由による。
　第 1 に、米国ほどではないにせよ、日本の新聞業
界も後退期に入っていることは明白であり、日本の
新聞の将来を考える上で米国の事例は有用な判断材
料や教訓を提供してくれる可能性がある。
　第 2 に、活字媒体の代表的存在である新聞を読む
という行為には、単に新聞だけにとどまらず、印刷
物を読むという、より大きなレベルの知的文化活動
を支える重要性がある。日常的に新聞を読むという
習慣が廃れれば、直接的・間接的に、人類の「読む
文化」にさまざまな形で変化をもたらす。この意味で、
新聞という媒体の危機について考えることは、活字
文化、および出版文化そのものの未来について考え
る作業につながる。
　第 3 に、日米の多くの識者が指摘しているように、
新聞の衰退はその社会の民主主義のゆくえを左右す
る重大な問題をはらんでいる。なぜなら、これまで
新聞は政府官憲をはじめ権力をもつ者の不正を暴い
たり、重要な社会問題について人々に共通の知識や
意識をもたせたりすることで、民主社会が健全に機
能する上で不可欠な役割をはたしてきたからである。

動向レビュー

もちろん、新聞だけが民主主義を支えてきたわけで
はないが、ジャーナリズムの中枢でありつづけてき
た新聞の後退は、社会・国家全体のあり方に重大な
影響を及ぼしかねない。
　以上の問題意識を背景にすえながら、本稿は米国
の新聞業界が直面している現状をレビューし、その
上で新聞の衰退がもたらす社会的弊害について指摘
する。

恐竜化しつつある新聞
　現在、米国の新聞界はきわめて苦しい状況にある。
あらゆる面で、成長する余地は限りなく小さく、明
るいきざしは見えない。少なくとも米国についてい
えば、「新聞を発行・配達する」という意味での新聞
事業は、完全に衰退期に入っている。
　そのことを端的にあらわしているのが、首都ワシ
ントン D.C. の有力紙『ワシントン・ポスト』（2009
年 2 月 22 日付）に掲載された１枚の風刺漫画であ
る。新聞の売り子が配っている号外には、経営難に
苦しむ自動車大手 3 社（ビッグ 3）を「困った恐竜」

（Dinosaurs in Trouble）と揶揄する見出しが躍って
いる。しかし、そう報道する新聞の売り子も同じ「恐
竜」だという内容である（3）。
　笑っている場合ではない。なぜなら、この漫画の
描く世界がすでに現実化しはじめているからだ。そ
の約 2 か月後、ビッグ 3 の一角クライスラーが連邦
破産法第 11 章の適用を申請し、経営破綻した。米国・
カナダ両政府は、約 100 億ドルの融資を追加し、経
営立て直しのための支援をつづけることを決定した。
さらに、それから 2 か月もしないうち、次はゼネラル・
モーターズ（GM）も破産法の適用を申請した。同社
の場合、米国政府が一定期間、新 GM の株式の過半
数を取得し、形式的には「国有化」される事態にな
った。
　新聞もほぼ同様で、伝統ある新聞社の経営破綻や
廃刊があとをたたない。見方によっては、ビッグ 3
よりも新聞の方がはるかに絶滅の危機に瀕している
といえる。新聞の場合、政府の経済的支援を受ける
可能性は相当に低いからである。市民を守る番犬と
して政府と距離をとることを運命づけられたこの恐
竜は、文字通り自力で生き残らなければならないの
である。

No News is Good News
　本来は「知らせがないのは、よい知らせ」という
意味だが、今の米国新聞界には「よい知らせは何も
ない」としか読めないだろう。実際に、悪いニュー
スは枚挙にいとまがない。いみじくも、ボストンに
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本社を置く高級全国紙『クリスチャン・サイエンス・
モニター』のコラムで、ある教育史学教授はこう述
べている。「今日、新聞を開いて、新聞について悪い
ニュースを読まない日はない」（4）。
　さらに皮肉なのは、このコラムを掲載した『クリ
スチャン・サイエンス・モニター』自体が、もう

「開いて」読む新聞ではなくなっている事実である。
2009 年 4 月から、同紙は「紙」媒体の発行を基本的
に停止し、報道活動の中心をウェブサイトに移した。
部数が低迷しつづけ、赤字が累積した末の経営的判
断であった。もはや、「新聞」という媒体と「新聞社」
は、イコールではなくなっている。
　それでも多くの新聞社は「新聞」を発行しているが、
肝心の部数は減少をつづけ、下げ止まる気配さえ見
えない。主要な新聞の公式部数をとりまとめている
ABC（米国発行部数公査機構）のデータ（2008 年 10
月～ 2009 年 3 月）によると、395 の日刊紙（平日版）
の総発行部数は約 3,444 万部で、前年の同時期と比べ
7％も減少している。「7％」という数字だけを見れば、
さほど深刻でないように思えるかもしれないが、部
数はここ数年連続で減りつづけており、しかもその
減少率は悪化している。2008 年 4-9 月期の減少率は
前年同期比で 4.6％であった。主要紙のなかには 2 桁
の減少率を記録している社もめずらしくない。唯一、
そのなかで部数を微増させているのは、経済専門紙
の『ウォール・ストリート・ジャーナル』だけである（5）。
　部数の減少と連動して、当然、広告収入も下降し
ている。NAA（米国新聞協会）が集計したデータ
によれば、2008 年の新聞の総広告収入は前年に比
べ 16.6％も落ち込んだ。集計をはじめた 2003 年以
来、堅調に伸張してきたオンライン広告でさえ、1.8
％の減少を記録した（6）。サブプライム・ローン問題
を契機とする経済悪化が大きな影響を及ぼしている。
2009 年も広告収入の低下が加速することはほぼ確実
である。広告収入よりも販売収入を主とする日本の
新聞社に対し、米国の新聞社は広告収入を主として
きた。それだけに、広告収入の不振によるダメージ
は甚大である。
　なぜこのような現状を招いたのか、さまざまな要
因が指摘されている。主要なものをあげると、イン
ターネットの発達と浸透、無料紙の出現、世界的な
経済の停滞、人件費・印刷費・配達費など経費の上
昇、とくに若い世代の新聞離れ、販売収入よりも不
安定な広告収入への過度の依存（総収入の 70 ～ 80
％）、これらの問題への対応の遅れ、などがある。し
かし、いずれも単独で新聞業界を苦しめているわけ
ではなく、それらすべてが相乗的に作用し「スパイ
ラル」で問題を悪化させている。だからこそ、その

連鎖を断ち切るのは一層困難になっている（7）。

対策も効果なし
　当然、どの新聞社も懸命に生き残り策を講じてい
る。ここ数年でとられた対策例としては、吸収・合併、
買収・売却、解雇など人員削減、国内外の支局の閉鎖、
給与カット、年金など福利厚生の凍結、発行頻度の
縮小、宅配の縮小・停止、別刷りの縮小・廃止、ペ
ージ数削減、オンライン版への移行、編集作業の一
部外注、資産の売却、ネットニュースの有料化、な
どがある。
　しかし、それら対応策のほとんどは後手にまわっ
た対症療法にすぎず、問題を根本的に解決するには
いたっていない。その証左として、解雇や給与削減
をくり返したあげく、廃刊に追いやられるケースが
あとを絶たない。2009 年中の主要な事例では、コロ
ラド州デンヴァーの日刊紙『ロッキー・マウンテン・
ニューズ』の廃刊がある。実に 150 年の歴史をもつ
名門紙であったが、経営難の末、買い手を見つける
ことができず、2009 年 2 月 27 日号を最後に発行を停
止してしまった。その結果、200 人以上の社員が職を
失った。それから 1 か月もしない 3 月 17 日には、創
刊 146 年目となる『シアトル・ポスト＝インテリジ
ェンサー』も輪転機をストップし、翌日からオンラ
イン版だけで存続することになった。
　それでも、大都市の主要紙の多くはかろうじて廃
刊を免れているが、社の存続をかけて人員削減をく
り返した結果、珍妙な現象が起きるようにもなって
いる。2009 年 5 月、ロサンゼルスで 1 人の新聞記者
が解雇されたことで、大リーグの名門球団・ドジャ
ースを担当する地元記者がついに 1 人になってしま
ったのである。10 年前には、実に 8 人の記者がドジ
ャースを専門に追っていたという。巨人や阪神を取
材する記者がたった 1 人しかいない。そんな想像し
がたい事態が、米国では現実に起こっているのであ
る（8）。
　しかも、スポーツ報道だけならまだしも、首都ワ
シントン D.C. を取材する記者数さえも削られつづけ
ている。連邦議会から取材許可を得た新聞記者数は、
1997年から2009年の間に約30％も減ってしまった（9）。
なお、この傾向は新聞だけでなくテレビの 3 大ネッ
トワークにもあてはまり、その結果として、奥村信
幸が指摘しているように、報道される社会問題が極
端に限定されるようになってしまった。報道内容の
多様性が失われることは、民主主義を健全に維持す
る上で大きな障害となりえる（10）。
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あの『ニューヨーク・タイムズ』も
　米国の新聞ジャーナリズムを引っ張ってきた『ニ
ューヨーク・タイムズ』（以下、『タイムズ』）とて、
けっして例外ではない。この事実に、米国の新聞界
が直面している危機の深刻さが集約されている。
　『タイムズ』といえば、米国はもとより、世界でも
っとも影響力のある報道機関の 1 つであり、そのニ
ュース・論評の質の高さは自他ともが認める高級紙
である。その証左として、各年でもっとも優れた報
道に贈られるピュリツァー賞の受賞回数で、『タイム
ズ』はライバル紙を圧倒している。2009 年 4 月に受
賞した 5 つを含めて、通算で 101 回もピュリツァー
賞を獲得している（11）。
　ところが、そのジャーナリズムの最高ブランドさ
えもが、生き残るためにもがき苦しんでいる。前述
した ABC によれば、2009 年 3 月までの半年間の部
数は約 104 万部で、これは前年同時期に比べ 3.6％の
減少である。『タイムズ』自身が公表した 2009 年第
1 四半期の決算報告でも、不調を示す数字ばかりがな
らんだ。販売収入こそ前年同期比で 1％増であったも
のの、それは購読料の値上げの効果によるものであ
り、広告収入は 28.4％も減少し、総収入は 18％強の
マイナスとなった。同四半期における損失額は 7,450
万ドルであった（12）。
　2009 年に入ってから発表された経営立て直し策を
見ても、明るさはまったく見えてこない。主だった
対策を紹介すると、1 月からは本紙 1 面にカラー写真
つきのビジュアル広告を掲載するようになった。「大
恐慌以来最悪の収入減に対する譲歩」であった（13）。3
月には、2007 年に完成したばかりの本社ビルの自社
保有分の一部を売却した（14）。さらに同月、ほとんど
の社員の月給を 2009 年いっぱい 5％カットすると発
表した。日本の主要紙も経営に苦しんでいるが、こ
こまで切迫している社は少ない。冒頭の引用でジョ
ン・ケリー上院議員が憂慮したように、米国の新聞
ジャーナリズムが「絶滅危惧種」に指定される日が、
本当にくるかもしれない。

新聞の衰退がもたらす社会的弊害
　しかし、より本質的な問題は、新聞界の不振が単
にある 1 つのニュース媒体の凋落にとどまらず、民
主社会そのものを弱体化・空洞化させる危険をはら
んでいることである。これまで新聞がになってきた
重要な機能、たとえば、市民として最低限知るべき
情報の取捨選択や社会不正の告発や権力監視をネッ
トや他のメディアが完全に代替できるなら、問題は
さして深刻ではない。しかし、少なくとも現在のと
ころ、新聞が抜けた穴を他のメディアが埋めること

は、現実としてかなり困難であるといわざるをえな
い。同じことは日本社会にもあてはまる。
　新聞の衰退がもたらす社会的弊害は多いが、日米
に共通するとくに重要度の高い 3 点を指摘して、本
稿を締めくくる。
　第 1 に、人々が新聞を避け、もっぱらネットで興
味ある情報だけを摂取するようになると、社会が過
度に分裂してしまう。この問題は、『ニューヨーク・
タイムズ』のジョン・マルコフ（John Markoff ）記者
が次のように指摘している。「いまや私たちは、おな
じ経験を共有する代わりに、サイバー空間に置かれ
た何百万もの個人的な書き込みという無秩序と向き
合っている。結果として、私たちは互いに一層孤立し、
共通体験はほとんど失われ、社会的な結びつきが弱
まってしまった。いまでは、どんなニュースを読む
のかも自分の好みに設定できるため、外界や世界と
の接点は広がるというよりも、その逆に劇的に狭ま
ってしまった」（15）。市民社会をまとめる紐帯である新
聞がなくなれば、人間社会は解体してしまうかもしれ
ない。
　第2に、新聞が機能しなくなると、市民の「知る権利」
が十分に満たされなくなる危険がある。なぜなら、
現場でニュースを取材し、それを社会全体に伝える
ことで、新聞は情報のインフラを支えているからで
ある。この問題については、IT ジャーナリストの佐々
木俊尚が次のように論じている。「ブロガーをはじめ
とするインターネットの情報発信者は、論考・分析
は得意であるけれども、一次情報の取材・報道は困
難だ」（16）。別言すれば、新聞の衰退は、長大な河川の

「水源」が枯渇することを意味する。確かなニュース
を発掘する新聞があればこそ、ネットやその他のメ
ディアもその特性を発揮できるのである。
　第 3 に、以上の 2 点とあわせて、新聞の不調は権
力の乱用や腐敗を許す危険性がある。市民の「番犬」・

「第四の権力」ともよばれる新聞は、歴史的に権力者
を監視し、不正を厳しく告発・批判することで、民
主主義の健全化に貢献してきた。権力の監視役が退
場すれば、不正が横行しやすくなる。この問題につ
いて、ノンフィクション・ライターの野村進は、「新
聞や雑誌の存在意義すら脅かしつつある潮流には、
ここで歯止めをかけないと相当に危うい」と警告し
ている（17）。野村が論じているのは日本の現状である
が、冒頭で引用したウォルター・クロンカイトも危
惧しているように、同じことは米国についてもいえる。
　このように、新聞産業の衰退は、単にある 1 つの
マス・メディア業界の問題を越えて、民主社会全体
に打撃を与える看過できぬ問題である。
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データ分析による
『カレントアウェアネス』レビュー

はじめに
　前号をもって本誌『カレントアウェアネス』（以下、
CA）は 300 号を数え、そして、1979 年 8 月の創刊
から 30 年が経過した。途中、頒布範囲の拡大（1989
年 6 月に国立国会図書館（以下、NDL）外への頒布
を開始）や刊行頻度の変更（2002 年 6 月に月刊から
季刊に変更）を経て、掲載記事を充実させながら「図
書館に関する最新情報の速報による提供」を続けて
いる（1）。
　前号では、企画・編集に関わった研究者らにより、
自身の経験に基づく視点から CA の歴史が紹介され
ているが（2）（3）（4）、本稿では、「データから読み取れる」
掲載記事の傾向と変化を明らかにすることを目的に、
1989 年 6 月（第 118 号）から 2009 年 6 月（第 300 号）
までの約 20 年分の記事を対象として、それらの書誌
データとテキストデータを分析する。

1. 分析対象
　NDL のウェブサイト「カレントアウェアネス・ポ
ータル」では、NDL 外への頒布を開始して以降（1989
年 6 月刊の第 118 号以降）の記事の全文が公開され
ている。本稿は、それらウェブ版の記事のデータを
分析対象にする。基本的には、1989 年 6 月以降は、
冊子版もウェブ版も同じ記事が掲載されているが、
ごく一部に違いがある。索引 5 件および 1991 年発行
分の記事のうちの 6 件は、冊子版にのみ存在し、逆に、
外国語による記事4件（英語2件と中国語2件、ただし、

動向レビュー

それらの和訳は冊子版にも存在する）と参照文献リ
スト 1 件は、ウェブ版にのみ存在する。
　CA を構成している主な記事は、（1）近年話題とな
っているテーマの中から注目すべき事例を 1 つを取
り上げ、背景等の解説を加えながらわかりやすく説
明する「一般記事」、（2）ある特定分野について最近
の動向をレビューすることを主眼としている「動向
レビュー」（2002 年 6 月より）、そして（3）図書館
情報学の研究に関する概況把握を目的として、特定
テーマに関する最近数年間の研究論文をレビューす
る「研究文献レビュー」（2003 年 9 月より）であり、
CA ナンバーが一連番号として付番されている。これ
らの記事 1,067 件に、「用語解説」（T ナンバーが付
番されている）32 件（5）と、小特集の冒頭の付言など、
その他の記事（一連番号は持たない）29 件を合わせ
た計 1,128 件について分析を行う。それらの記事の全
文テキストデータに加え、NDL によって各記事に付
与された件名と主題タグも分析に用いる。また、一
部の分析においては、比較のため、より速報性が高
いメールマガジン『カレントアウェアネス -E』（以下、
CA-E）の記事 948 件（2002 年 9 月の試行版から 2009
年 6 月までの全記事）のデータも併せて用いる（6）。
　本稿と同様に、CA 掲載記事の傾向を扱ったものに、
橋詰の分析（7）がある。橋詰は、NDL 外への頒布開始
より前の時期も含めて、1979 年 8 月から 2003 年 9 月
までの記事を対象に、累積索引による調査に基づき
主題の傾向をまとめている（8）。今回の分析と比較可
能な部分に関しては、橋詰の分析結果を適宜参照す
ることにする。
　本稿が分析対象とする範囲について、CA の年ごと
の掲載記事数と平均記事長を示したものが図 1 であ
る。記事の長さ・分量は、本文の語数（正確に言えば、
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単語より細かい単位である形態素の数）で計ってい
る（9）。
　2001 年までは、記事の分量は緩やかに増加してい
る。その後、2002 年の季刊化を境に、年間の記事
数が半減した一方で、1 記事あたりの分量は倍増し
た。季刊化後に始められた「動向レビュー」と「研
究文献レビュー」が、分量の増加につながっている。
2000 年代後半には、さらに分量が増えており（10）、詳
細で長い解説記事が掲載される傾向を確認できる。

2. 参照文献から見る傾向と変化
　CA の記事には、末尾に注とともに参照文献（引用
文献、典拠文献）が挙げられている。参照文献の数は、
記事の学術性の指標になり得るし、参照文献の新し
さは速報性の指標になり得る。ここではそうした観
点から分析した結果について報告する。ただし、使
用したデータでは、注の中から個々の参照文献を正
確に分割して取り出す自動処理は難しく、参照文献
の書誌情報の形式が必ずしも統一されていないため、
参照文献の出版年を完全に把握することも困難であ
った（11）。また、末尾の注・参照文献リストにではなく、
本文中にのみ挙げられている CA、CA-E の記事（12）は
含めていない。したがって、図 2・3 に示す値は、大
まかな傾向をつかむための概数である。
　図 2 には、CA の 1 記事あたりの平均参照文献数
とプライス指数を示した。プライス指数については
後に述べる。図から、参照文献数は、（1）2000 年ま
で緩やかに増加し、（2）2001-2003 年にはやや大きく
増加し、そして、（3）2004 年以降急激に増加してい
ることがわかる。（2）は、2002 年に開始した「動向
レビュー」、およびその前身である「Trend Review」

（2001 年 10 月～ 2002 年 1 月掲載）の影響が窺える。
（3）に関しては、2003 年後半からの「研究文献レビ
ュー」の影響が大きいが、それ以外の種別の記事も、

多くの文献を典拠として挙げるようになっていると
いう全般的な傾向がある。
　次に、出版年を判定できた参照文献に関して、参
照している記事と、参照されている文献の出版年の
差、すなわち引用年齢を調べた。引用年齢の値が低
いほど、新しい情報を参照していることを示す。参
照文献として挙げられたウェブ情報源の中には、出
版年の記述がなく、アクセス日付（最終確認日）だ
けが記されたものがあるが、アクセス日付では、情
報の新しさがわからないので、それらのウェブ情報
源は除いている。図 3 は、引用年齢ごとに、参照文
献の割合を示したものである。CA で参照されている
文献の半分以上が、概ね 1 年以内に出版された非常
に新しい文献であることが確認できる。

　図 2 に参照文献数と併せて示したプライス指数も、
参照文献の「鮮度」を表す指標である。プライス指
数は、「参照文献の総数に対する、引用年齢が 5 年以
内のものの割合」であり（13）、ここでは、記事単位の
平均値でなく、当該時期における記事集合全体に対
して求めた値を示している。
　プライス指数は、2006 年までは、徐々に低下して
いるものの、90%前後という高い値を保ちながら推移
している。しかし、2007 年以降になると大きく下降
し、約 80%まで落ちている。一般的には、プライス
指数 80%というのは、必ずしも低い値とは言えない
が、CA が速報性を重視する雑誌であることを考慮す
ると「意外に低い」結果である。ただし、前述のと
おり、出版年の記述がないウェブ情報源や、本文の
中にだけ挙げられている CA、CA-E の記事は含んで
いないため、実質的なプライス指数は、もっと高く
なると考えられる。また、図 2 に示されているように、
プライス指数の低下が、参照文献数の増加とともに
生じているものであることから、新しい情報をあま
り参照しなくなったわけではなく、より以前の情報・

図2　参照文献の数とプライス指数
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文脈も参照しながら新しい情報を紹介、解説するよ
うになった、と解釈することができよう。この傾向は、
本来「最近数年間」の論文が対象である「研究文献
レビュー」でも見られる。

3. 扱われる内容の傾向と変化
　CA で扱われている内容の傾向を、付与された件名
と主題タグ、およびタイトル・本文中に出現する用
語をもとに分析する。まず、統制語である件名と主
題タグに基づき、いくつかの観点からおよその傾向
を調べた後、出現用語のデータを分析して少し細か
く見ていく。

3.1 件名、主題タグに基づく傾向
　橋詰の分析にもある、（1）国別（橋詰の分析では
国内・国外別）の記事数と、（2）館種別の記事数を
調べた。国別の記事数は、国立国会図書館件名標目
表（NDLSH）、米国議会図書館件名標目表（LCSH）
による件名（一部フリーターム）に基づいて集計し
た結果を示す。主標目だけでなく細目としての付与
も集計に含めている。館種別の記事数については、
件名では「公共図書館」が 1 件も存在しなかったため、

「カレントアウェアネス・ポータル」において表示さ
れる主題タグに基づいて集計した結果を示す。「公共
図書館」以外は、件名と主題タグの集計結果の傾向
にそれほど大きな差異はなかった。
　記事数が多い 4 か国―日本、米国（件名表記は「ア
メリカ合衆国」）、英国（件名表記は「イギリス」）、
中国―について、全体に占める割合の推移を示した
のが図 4 である。米国は、2006 年まではコンスタン
トに高く、概ね 20%以上、つまり CA の記事 5 件に 1
件は米国を扱ったものだった。直近の 2007 年～ 2009
年には、米国と英国の記事の比率が大きく落ち込ん
でいる。英米の比率が下がるのとは反対に、日本と

中国の比率は上がってきている。特に、日本の比率
の上昇が大きい。橋詰の分析では、国内を扱った記
事の割合は、2000 年まで減少していることが報告さ
れているが、本分析の結果から、その後、増加に転
じていることがわかる。2003 年に開始した「研究文
献レビュー」が、国内の研究を対象にしていることも、
日本の記事の割合が増加した一因であろう。
　図 5 には、館種別記事の割合の推移を示した。大
学図書館と研究図書館は 1 つにまとめている。図に
表示のない学校図書館など他の館種は記事数が少な
かった。2003 年までの傾向は、橋詰の報告と類似し
ている。すなわち、およその趨勢として、1994 年ま
では全体的に割合が上がり、その後、NDL、国立図
書館の割合は下がっている。2004 年～ 2006 年での落
ち込みはあるが、公共図書館は高い割合を占め続け
ている。2007 年～ 2009 年になって国立図書館、公
共図書館、大学・研究図書館が揃って大きく増加し
ているのは、納本制度や公共図書館の小特集が組ま
れたこと、機関リポジトリなど学術情報流通がホッ
トなトピックになったことも理由として挙げられる。
2004 年以降、国立図書館、公共図書館、大学・研究
図書館の比率はほぼ同程度であり、バランスがとれ
ていると言える。

3.2 出現用語に基づく傾向
　タイトルと本文に現れる用語をもとに、CA 掲載
記事の傾向を分析した結果を示す。前節の件名・主
題タグの付与状況とは異なり、「どんな用語が含まれ
ているか」に関する情報であって、扱われているテ
ーマを直接表すものではないことに注意を払う必要
があるが、細かいトピックまでつかむことができる。
重要度が高い用語のうち（14）、記事の割合の増加量・
増加率が大きいものを表に挙げた。7 年区切りで、前
期（1989 年～ 1995 年）、中期（1996 年～ 2002 年）、

図4　国別記事の割合の推移
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後期（2003 年～ 2009 年）に分け、前期から中期への
変化と中期から後期への変化とをそれぞれ示してい
る。

　前期から中期にかけては（表上）、「インターネット」
「電子ジャーナル」など、電子情報関係の記事比率の
増加が目立つ。この点は、橋詰の報告でも触れられ
ている。「紙媒体」の増加も大きいが、これは「電子
媒体」との対比で語られているものである。電子情
報関係の中でも、特に「インターネット」の増加が
顕著であり、中期になると 3 分の 1 以上の記事に「イ
ンターネット」が含まれる。

　中期から後期にかけては（表下）、「電子ジャーナ
ル」が引き続き伸びているほか、「大学図書館」「リ
ポジトリ」「学術情報」など、大学・研究図書館と関
係が強い用語の伸びも大きく、前述の主題タグの分
析結果と符合する。「リポジトリ」は、中期までは
0%に近かった記事比率（2002 年の 1 件のみ）が、後
期になって 15%近くまで伸びており、最初に世に出
てから急速に広まったことが見て取れる。「評価」は、
中期から後期にかけての記事比率の増加量が最も多
い用語である。図書館のサービス／システム／職員
／総体的なパフォーマンスの評価、資料・メディア
の評価、情報の評価、図書館学教員の評価、研究評
価といった、多様なトピックが取り上げられている。
図書館界に限らず、近年、評価の社会的要請は強ま
っており、それが反映したものと考えられる。
　「評価」という用語が、実際にどういう形で記事中
に出現しているかを示すために、用語の変形を認識
する関連語句検索システムを使用した（15）。図 6 は、
中期と後期それぞれを対象に、「図書館評価」を検索
語として記事のタイトル・本文を検索した結果であ
る。記事から抽出した「図書館評価」の関連語句が
出力されている。左列（検索語の下）は、検索語と
同義の語句、および検索語と組み合わさって現れて
いる語句、右列は検索語の下位概念を表す語句であ
る。後期（図 6 下）の方が、中期（図 6 上）に比べて、
多様な形で現れていることがわかる。

　表に挙げた各々の用語について、記事比率の推移
を CA と CA-E とで比較してみたところ、CA-E の方
が全般的に記事比率が低かったが、これは、本文が
短く、含まれる語が少なく限定されていることによ
るものだろう。経年変化の挙動に関しては、だいた
い似通っており、速報性の程度の差によるタイムラ
グは年単位では観察されない。一例として、CA と
CA-E、それぞれの「リポジトリ」の記事比率を図 7

前期から中期への変化
記事
比率
89-95
（A）

記事
比率
96-02
（B）

（B）－（A）

インターネット 0.060 0.351 0.291
Web 0.002 0.155 0.153
電子化 0.050 0.136 0.086
電子情報 0.036 0.116 0.080
ホームページ 0.002 0.081 0.078
博物館 0.038 0.110 0.071
公共図書館 0.261 0.331 0.070
情報資源 0.031 0.099 0.068
電子ジャーナル 0.002 0.070 0.068
電子図書館 0.043 0.110 0.066
紙媒体 0.002 0.068 0.066
コンソーシアム 0.002 0.064 0.062
電子出版 0.036 0.097 0.061
電子媒体 0.010 0.066 0.057
レファレンスサービス 0.012 0.066 0.054

中期から後期への変化
記事
比率
96-02
（A）

記事
比率
03-09
（B）

（B）－（A）

評価 0.231 0.455 0.224
検索 0.287 0.486 0.199
大学図書館 0.248 0.410 0.162
図書館サービス 0.163 0.324 0.161
電子ジャーナル 0.070 0.225 0.155
情報資源 0.099 0.252 0.153
データベース 0.293 0.446 0.153
デジタル化 0.035 0.185 0.150
リポジトリ 0.002 0.149 0.147
図書館利用 0.058 0.185 0.127
図書館情報学 0.079 0.198 0.120
著作権 0.130 0.248 0.118
研究成果 0.025 0.140 0.115
デジタル情報 0.012 0.126 0.114
学術情報 0.043 0.153 0.110

表　記事比率の増加が大きい用語

図6　「図書館評価」に関連する語句
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に示した。「リポジトリ」は、先述のとおり 2002 年に、
ちょうど CA-E 創刊と期を同じくして CA に現れ始
めた用語である。

おわりに
　その時々に話題になっているテーマ、トピックを
取り上げて解説する CA は、図書館界の動向を映す
鏡と言える。CA の今後の方向性として、橋詰は、「イ
ンターネットによって “ 新鮮な ” 情報が容易に手に入
るようになった現在こそ、レビュー誌が提供する “ マ
クロな視点”はこれまで以上に不可欠となってくる」（16）

と述べている。橋詰の指摘から 5 年が経過した今日、
参照文献の分析で見たように、CA は、新鮮さと歴史
的文脈をおさえたマクロな視点とを兼ね備えたレビ
ュー誌として着実に成長していると感じる。今後の
さらなる成長を期待したい。

（筑波大学：芳
よし

鐘
かね

冬
ふゆ

樹
き

）

（ 1 ）国立国会図書館関西館図書館協力課 . 『カレントアウェア
ネス』30 年の歩み . カレントアウェアネス . 2009, （300）, p. 
3-4.

（ 2 ）田村俊作 . 『カレントアウェアネス』の編集に係わって . カ
レントアウェアネス . 2009,（300）, p. 5-6.

（ 3 ）野末俊比古 . 『カレントアウェアネス』: 「変わったこと」と「変
わらないこと」. カレントアウェアネス . 2009,（300）, p. 7-8.

（ 4 ）北克一 . 『カレントアウェアネス』300 号への道程 . カレン
トアウェアネス . 2009,（300）, p. 8-9.

（ 5 ）「用語解説」は、同号掲載の一般記事で用いられている用語
に関して補足説明する記事であり、1995 年から 2001 年ま
でに「グーテンベルグ計画」など 33 の用語（T1 ～ T33）
が取り上げられた（T31 と T32 は 1 つの記事にまとめられ
ているため、記事数は計 32 件である）。

（ 6 ）CA、CA-E ともに、NDL から提供を受けた XML 形式のフ
ァイルを使用した。

（ 7 ）橋詰秋子 . 動向レビュー誌『カレントアウェアネス』の役
割と新たな展開 . 情報の科学と技術 . 2004, 54（3）, p. 120-
125.

（ 8 ）本分析では、NDL 外への頒布開始前の記事は、著作権上の
制限があり使用できなかった。

（ 9 ）本文の分析では、タイトル、著者名などの書誌事項、およ
び注・参照文献は除いている。図表は、キャプションのみ
を含めている。また、外国語で書かれた記事4件は除外した。
なお、テキストデータの形態素への分割と品詞の判別には

「茶筌」を使用した。以後の分析でも同様である。
　　松本裕治 , 北内啓 , 山下達雄ほか . 日本語形態素解析システ

ム『茶筌』version 2.2.1 使用説明書 . 奈良先端科学技術大
学院大学松本研究室 , 2000, 21p.

（10）2009 年の記事数が少ないのは、6 月までの半年分のデータ
のみを対象にしているためである。そして、それら 18 件の
うちの半数近くの 8 件が創刊 300 号・30 周年記念関係の特
殊な記事（巻頭言など）であるという事情により、前年や前々
年と比べて、2009 年の平均記事長は短くなっている。

（11）書誌事項の記載順、および出版年の記載形式に関するいく
つかのパターンを想定した正規表現によるマッチングで、
各参照文献の出版年を判定した。

（12）CA は CA ナンバー（用語解説は T ナンバー）で、CA-E
は E ナンバー（試行版は S ナンバー）によって参照指示が
出されている。

（13）プライス指数は、参照・引用されている側の文献や雑誌な
どに対し「全被引用件数に占める、5 年以内に引用された
件数の割合」として定義されるが、ここでは、参照・引用
している側である CA の記事から見たプライス指数を算出
している。

（14）用語の抽出と重要度の計算には、中川らの連接頻度に基づ
く手法を使っている。「情報」のような一般的な語（主に単
名詞）は除いている。

　　中川裕志 , 森辰則 , 湯本紘彰 . 出現頻度と連接頻度に基づく
専門用語抽出 . 自然言語処理 . 2003, 10（1）, p. 27-45.

（15）用語の形態統語的変形をルールベースで認識する、芳鐘ら
の文書検索システムを使用した。

　　Yoshikane, Fuyuki; Tsuji, Keita; Kageura, Kyo; Jacquemin, 
Christian. Morpho-syntactic rules for detecting Japanese 
term variation: Establishment and evaluation. Journal of 
Natural Language Processing. 2003, 10（4）, p. 3-32.

　　芳鐘冬樹 , 井田正明 , 野澤孝之ほか . キーワードの関連用語
を考慮したシラバス検索システムの構築 . 日本知能情報フ
ァジィ学会誌 . 2006, 18（2）, p. 299-309.

（16）橋詰秋子 . 動向レビュー誌『カレントアウェアネス』の役
割と新たな展開 . 情報の科学と技術 . 2004, 54（3）, p. 124.

図7　「リポジトリ」の記事比率の推移
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CA1696■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

デジタル情報資源の管理・保存に
いくらかかるのか？－ライフサイクル

コストを算出する試み “LIFE”

　図書館が電子資料やデジタル形式の録音・映像資
料を蔵書とし、また図書館の活動の中に所蔵資料の
デジタル化やウェブ上の情報の収集・蓄積などを加
えるようになってから、短くはない年月が経過した。
この時の経過につれて、このようなデジタル情報資
源を長期に保存し、また利用に供していくことに関
する、紙の資料とは異質の多くの課題が顕在化して
きている。たとえば、多くの図書館が所蔵している
であろうレーザーディスク（LD）の場合、再生装置
の生産が 2009 年に終了した（1）。また、かつてのワー
プロ専用機で作成された文書の場合、今日の標準的
なパソコンの環境ではもはや読むことができない、
と言った具合に。
　このように、デジタル情報資源の長期保存・長
期利用保証に関する課題は遠い将来のものではな
い。またデジタル情報資源がすでに人々の生活に深
く浸透していることも考えると、身近で影響範囲の
大きな課題でもある。図書館界でも、これらの課題
を解決するための技術・制度などの研究が行われる
ようになってきている（2）が、本稿ではそのような研
究のうち、一定の成果を挙げ注目を集めているもの
として、デジタル情報資源の保存に関する計画立案
を支援すべく、デジタル情報資源の管理・保存に必
要なコストを算出するモデルを開発し、実例で検証
している英国の “LIFE（Lifecycle Information For 
E-Literature）” プロジェクトについて紹介したい。

1. LIFE 前史
　LIFE プロジェクトは、英国情報システム合同委員
会（JISC）の助成のもと、英国図書館（BL）とユニ
バーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）の協同プ
ロジェクトとして 2005 年から行われている。LIFE
プロジェクトの要点は、デジタル情報資源が図書館
に入ってくるところからその役割を終えるまでの「ラ
イフサイクル」に着目し、デジタル情報資源に対し
て図書館が行う各作業のコストを算出することにあ
るが、このようなアプローチにはすでに先行事例が
いくつか存在する（CA1520 参照）。
　その中でも、LIFE プロジェクトが最も参考にした
としているのが、BL による（紙の）図書館資料のラ
イフサイクルコスト算出の試みである。BL は 1988
年にライフサイクルコストの概念を導入し、収集から

動向レビュー

廃棄に至るまでの、図書館資料のライフサイクルのモ
デル化を行った（CA689 参照）。1994 年には、実際に
各業務工程のコストを算出した（CA986 参照）。そし
て 2003 年には、図書館資料の長期保存に必要な業務
を視野に入れて下記のとおりモデルを再構築し、2001
／ 2002 会計年度の支出を元にコストを算出した（3）。

印刷された単行資料の場合
K（t）= s+a+c+pl+hl+p（t）+cs（t）+r（t）

K（t）：期間 t にかかるライフサイクルコストの合計
　s： 選書のコスト
　a： 購入費用を除いた収集業務処理のコスト
　c： 目録作成のコスト
　pl： 保存箱、製本など、保存に関する初期コスト
　hl： ラベルの付与や排架など、資料を書庫で取り
 扱う最初の段階でかかるコスト
　p（t）： 期間 t にかかる、修復などの保存のコスト
　cs（t）： 期間 t にかかる、書庫・所蔵のコスト
　r（t）： 期間 t にかかる、資料の出納のコスト

　この算出の結果、資料の購入費用を除いた単行資
料 1 点あたりのライフサイクルコストは、資料を 1
年間保存する場合には 50.46 ユーロ、10 年間保存す
る場合には 76.47 ユーロ、100 年間保存する場合には
197.48 ユーロとなった（ユーロへの換算は 2002 年時
点での為替レートによる）。ここから、100 年間保存
する場合には、最初の 1 年間に発生するコストのお
よそ 3 倍のコストが、残りの 99 年間合計で発生する
という計算になることなどが明らかにされた。

2. LIFE1 プロジェクト（2005 ～ 2006）
　このような先行事例と LIFE プロジェクトとの大
きな相違点は、LIFE プロジェクトではコストを算出
するモデルを構築するだけにとどまらず、コストを
容易に算出できるような標準的ツールを開発し、複
数の事例に実際に適用して算出する「ケーススタデ
ィ」を行って、その有効性を検証していることにある。
　2006 年 4 月までの 1 年間で実施された LIFE プ
ロジェクト第 1 フェーズ “LIFE1” は、上述の BL の
試みや、建築、廃棄物処理など異業種のものも含む
ライフサイクルコスト算出の先行事例と、デジタル
情報資源の保存にかかるコストを試算する先行研究

（CA1520 参照）を、包括的にレビューすることから
始まった。このレビューの結果、デジタル情報資源
の管理にかかる業務プロセスは紙の図書館資料のも
のと相当程度類似していること、ほとんどのデジタ
ル情報資源コレクションが図書館内に保存されると



カレントアウェアネス　NO.301（2009.9）

21

考えられることから、LIFE プロジェクトは上述の
BL のモデルを基盤として、内容や種別に依存しない
形で、デジタル情報資源のライフサイクルモデル（バ
ージョン 1）を構築した（4）。

ライフサイクルモデル　バージョン 1
LT=Aq+IT+MT+AcT+ST+PT

LT：期間 T 全体にかかるライフサイクルコスト
　Aq： 収集にかかるコスト
　IT： 期間 T における、受入にかかるコスト
　MT： 期間 T における、メタデータにかかるコスト
　AcT： 期間 T における、アクセスにかかるコスト
　ST： 期間 T における、蓄積にかかるコスト
　PT： 期間 T における、保存にかかるコスト

　このライフサイクルモデルでは、発生する各業務
を要素（element）と呼び、それらのうち、典型的に
同時期に発生・再発生するものを高次でグループ化
したものをステージ（stage）と呼ぶ。上記の計算式
に現れている収集、受入などがステージであり、計
算式は各ステージで発生するコストを加算する形に
なっているが、実際のコスト算出は要素のレベルで
行われる。各ステージとそれに属する要素を図示し
たのが表 1 である（5）。最も上の行がステージであり、
各ステージの列に要素が並んでいる。
　収集ステージには、資料の選択、蓄積・保存・ア

クセスにかかる知的財産権やライセンスなどの処理、
発注・会計処理、入手、検収といった要素が含まれる。
　受入ステージには、収集したデジタル情報資源が
十分な品質を有するか、ウィルスに感染していない
かといった品質確認、蓄積・保存用のリポジトリへ
の登録（デポジット）、目録やウェブサイトに含まれ
ている所蔵情報の更新、の各要素が含まれる。
　メタデータステージは、当該のデジタル情報資源
の特性を分析しメタデータを抽出する特性解析作業

（characterisation）、記述用メタデータ、管理用メタ
データを付与する作業から構成されている。なお、
保存用のメタデータの付与や更新は、保存ステージ
に含まれている。
　アクセスステージでは、デジタル情報資源を参照す
るリンクの維持管理、利用者からの問い合わせなどに
対応するユーザサポート、デジタル情報資源へのアク
セスを提供する仕組みにかかるコストが含まれる。
　蓄積ステージは、デジタル形式の情報をそのまま
蓄積する「ビットストリームの保存」（bit-stream 
preservation）のためのシステムや装置（ハードディ
スクなど）にかかるコストからなる。
　保存ステージは、旧式化（obsolescence）したデ
ジタル情報資源を再生できるようにするための業務
からなる。保存処置が必要か否かを記録フォーマッ
トごとに監視する技術監視（technology watch）、実
際に保存処置が必要となった場合に必要となるツー
ルのコスト、保存処置そのものと、保存処置に伴う

ライフサイクル
要素

収　集
（Acquisition）

受　入
（Ingest）

メタデータ
（Metadata）

アクセス
（Access）

蓄　積
（Storage）

保　存
（Preservation）

要素 1 選　択
（Selection）

品質確認
（QA）

特性解析
（Characterisation） 

参照リンクの
維持管理

（Reference 
linking）

ビットストリームの
蓄積用コスト

（Bit-stream 
storage costs）

技術の監視
（Technology 

watch）

要素 2
知的財産権の

処理
（IPR）

デポジット
（Deposit）

記述用メタデータ
（Descriptive）

ユーザサポート
（User support）

保存用ツールの
コスト

（Preservation 
tool cost）

要素 3 ライセンス処理
（Licensing）

所蔵情報の更新
（Holdings 

update）

管理用メタデータ
（Administrative）

アクセスのため
の仕組み
（Access 

Mechanism）

保存用メタデータ
（Preservation 

metadata）

要素 4
発注・請求処理
（Ordering and 

Invoicing）

保存処置
（Preservation 

action）

要素 5 入　手
（Obtaining）

品質確認
（Quality 
assurance）

要素 6 検　収
（Check-in） 

表1　ライフサイクルモデル　バージョン1におけるステージと要素

出典：（5）（日本語訳は筆者）
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メタデータの更新、保存処置により生成された新し
いデジタル情報資源の品質確認の各要素が含まれる。
なお、ここで言う「保存処置」には、一括して最適
な形式に変換するマイグレーション（migration）、
旧式の記録フォーマットを再生できる環境を擬似
的に再現するエミュレーション（emulation）、リ
クエストに応じて個別に実施するマイグレーショ
ン（migration on request）の 3 つが想定されてい
るが、コレクションの点数に比例してコストが発生
する一括マイグレーションを特に意識して、コスト
試算モデル（後述）を作成している。なお、LIFE
プロジェクトでは一括マイグレーションを正規化

（normalisation）とも呼んでいる。

　LIFE1 ではこのモデルに従い、ケーススタディと
して、（a）BL に自発的に寄贈された電子出版物（パ
ッケージ系およびネットワーク系）のコレクション

（VDEP）、（b）英国ウェブアーカイビングコンソー
シアム（UKWAC）の一部として BL が実施したウェ
ブアーカイビングのコレクション、（c）UCL が契約
した電子ジャーナル、の 3 種類のコレクションにつ
いて、保存期間が 1 年間、5 年間、10 年間の 3 パタ
ーンのコストを算出した（6）（7）。基本的には、ライフサ
イクルモデルの要素ごとに、設備費、構築費、人件
費などを計算・記録していくことで、ライフサイク
ルコストを算出したが、保存ステージの各要素（業務）
についてはいずれのコレクションでも実施していな
かったため、コレクションの特徴から保存にかかる
コストを試算するための包括的保存モデル（Generic 
Preservation Model：GPM）を構築して試算した（8）。
この GPM では、記録フォーマットごとに定めた「複
雑さ」の係数、記録フォーマットごとのコンテンツ数、
一括マイグレーションを行って対応すべきコンテン

ツの比率などを用いて計算するようになっており、
複雑な記録フォーマットのファイルが多いほど、ま
た一括マイグレーションしなければならないコンテ
ンツが多いほど、保存ステージのコストは高くなる。
たとえば Microsoft Word フォーマットや PDF フォ
ーマットなどの文書用フォーマットは、プレーンテ
キストファイルの 8 倍の係数が掛けられることにな
っている。こうして算出されたライフサイクルコス
トの概要を、LIFE1 最終報告書に基づいて筆者が表
にしたのが表 2 である。なお最終報告書では、各コ
レクションについて、要素ごとにどのような方法で
コストを算出（保存ステージについては試算）した
のかが詳述されている（6）。
　このケーススタディの結果、VDEP の場合はメタ
データと蓄積、ウェブアーカイブでは保存、電子ジ
ャーナルでは収集と、コストが高いステージが異な
っていた。また BL では VDEP を利用に供していな
い、電子ジャーナルの場合は UCL 内のシステムに受
け入れたりそこで蓄積、保存したりするわけではな
い、といった理由により、コレクションによっては
コストがゼロとなったステージもあった。このよう
に、コレクションの特性が異なっていても、コスト
の算出を行うことができたということで、LIFE プ
ロジェクトでは LIFE1 により、ライフサイクルモデ
ルを用いたコスト算出アプローチの実用性・有効性
が明らかになったとしている。また、どのような課
題があるかも抽出できたとしており、とりわけ受入、
メタデータの両ステージについては、デジタル情報
資源の保存に適したツールの開発により、コストを
大きく削減できることが示唆された。

3. LIFE2 プロジェクト（2007 ～ 2008）
　LIFE1 の後、デジタル情報資源のライフサイクル

コレクション名 種　　別

BLのVDEP パッケージ系単行資料
パッケージ系逐次刊行資料
ネットワーク系単行資料
ネットワーク系逐次刊行資料

0.0
0.0
0.0
0.0

108.0

374.1

2.3
2.1
1.7
1.7

111.0

0.0

10.9
15.1
10.4
14.8

4.0

4.0

0.0
0.0
0.0
0.0

4.0

6.8

5.4
1.4
2.0
5.3

54.0

0.0

0.9
0.9
0.9
0.9

426.0

0.0

19.5
19.5
15.0
22.7

707.0

384.8

37.4
12.5
24.4
8.6

3,449.0

2,189.8

48.1
14.7
30.8
9.0

6,876.5

5,242.6

BLのウェブ
アーカイブ（注2）
UCLの電子
ジャーナル（注3）

1年目のコスト
メタ
データ アクセス 蓄積 保存

1 年間
の合計

5 年間
の合計

10年間
の合計収集 受入

注1：単行資料はタイトル単位、逐次刊行資料は巻号単位のコスト。
注2：サイト単位のコスト。各サイトは1年あたり平均5回、アーカイブされる。
注3：タイトル単位のコスト。購読費を含めてコスト計算がなされている。

（単位：ポンド）

表2　LIFE1でのケーススタディの結果概要

出典：（6）を元に筆者が作成。
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について、より正確に評価、コスト算出、比較を行
えるようにする必要がある、と考えた LIFE プロジ
ェクトチームは、さらなる助成を得て 2007 年から 18
か月間、プロジェクト第 2 フェーズ “LIFE2” を実施
した。ここでは、LIFE1 のライフサイクルモデルの
経済的妥当性の検証、（LIFE1 で扱ったコレクション
がいずれも最初からデジタル形式で作成された「ボー
ン・デジタル」のものであったことから）ボーン・デ
ジタルでないデジタル情報資源も対象としたケース
スタディに基づくライフサイクルモデルのさらなる開
発、ライフサイクルモデルをアナログ（＝紙の）資料
にも適用してデジタル情報資源のライフサイクルコ
ストと比較すること、といった目標が掲げられた。
　LIFE2 ではまず、LIFE1 のライフサイクルコス
ト算出モデルについて、経済学者による独立評価、
LIFE プロジェクトチームによる独立評価を行うとと
もに、王立図書館などが参加しているデンマークのコ
ンソーシアムや英国内の高等教育機関といった、デジ
タル保存に関連するコミュニティからのフィードバッ
クも募集した。このうち経済学者による独立評価で
は、このモデルがおおむね有効であるとされた一方で、
アナログ資料にも適用できるよう拡張すべきである
こと、インフレの影響を考慮した実質費用で計算す
べきであること、値引きを考慮すべきではないこと、
といった多くの有益な勧告が得られたという（9）。

　これらの勧告や意見に基づいて、LIFE プロジェ

クトチームはライフサイクルモデルの改訂版バージ
ョン 1.1 を作成した（10）。あわせて、GPM も試算方法
を見直してバージョン 1.1 とした（11）。そして、これ
らのモデルに基づいて、（ⅰ）UCL、BL も参加して
いる英国の機関リポジトリ推進プログラム SHERPA

（Securing a Hybrid Environment for Research, 
Preservation and Access）のプロジェクトのひとつ
で、協同保存リポジトリの構築をめざす “SHERPA-
DP”、（ⅱ）UCL をはじめロンドン大学を構成する 13
大学によるリポジトリ連合 SHERPA-LEAP 内の 3 つ
の機関リポジトリ、（ⅲ）BL が 1918 年に購入した
17 ～ 18 世紀の新聞コレクションをデジタル化した
“Burney Digital Collection” および納本制度に基づ
いて収集した（紙の）新聞コレクション、の 3 つの
コレクション（群）のライフサイクルコストを算出
するケーススタディを実施した（12）。それぞれ、デジ
タル情報資源の保存を外部に委託して実施する場合
のコストを算出し自館で実施する場合と比較可能と
すること、機関リポジトリが普及してきていること、
ライフサイクルコストの観点からアナログ資料とデ
ジタル情報資源とを比較可能とすること、を目的と
して、ケーススタディの対象として選定された。こ
のケーススタディの結果の概要を、LIFE2 最終報告
書、計算シートなどに基づいて筆者が表にしたのが
表 3 である。
　LIFE1 のケーススタディとの大きな違いとして
は、対象の各機関やプロジェクトがライフサイクル

コレクション名 種　　別

SHERPA-DP
（協同保存リポジトリ）
（注1）
SHERPA-LEAP
（機関リポジトリ）
（注2）

BLの新聞コレクション
（注3）

Goldsmiths
（ビジュアル・アート、パフォーミング・
アート分野の研究成果が含まれて
いる）
Royal Holloway
（学術雑誌の論文や会議資料など、
テキスト形式の情報資源が中心）
UCL
（テキスト資料が中心だが、わず
かに録音・映像の情報資源も含
まれている）

Burney Digital Collection
納本制度で収集した紙の新聞

0.0

3.2

0.0

0.0

0.0
0.0

11.4

4.4

10.9

2.3

1.2
1.2

0.1

16.8

4.1

6.9

0.9
1.5

0.0

1.8

6.0

5.5

0.2
0.3

3.0

0.3

1.2

0.1

0.3
0.9

2.0

3.2

0.7

0.0

0.1
0.3

1.8

0.9

1.2

1.2

0.4
0.4

18.4

30.6

24.1

16.0

3.1
4.6

48.7

24.1

16.5

3.1
4.6

81.3

算出なし

算出なし算出なし

算出なし

24.1

16.7

1年目のコスト
アク
セス

内容
保存

ビット
保存

メタ
データ受入収集製作・

購入

1 年間
の合計

5 年間
の合計

10年間
の合計

注1：収録エンティティ単位のコスト。
注2 ： 収録エンティティ単位のコスト。Goldsmithsのみ、製作または購入ステージのコストとして、ウェブ経由でのアクセスに適した記録フォーマット
　　 への変換について提供者に説明した際にかかった人件費（1点あたり3.2ポンド）を含んでいる。
注3 ： 巻号単位のコスト。なお比較の便宜上、紙の新聞については3年間に受け入れた分を対象としてコストが算定されている。またBurney Digital
　　 Collectionについては、製作または購入ステージのコストとして、原資料の購入費およびデジタル化のコスト（1点あたり2.4ポンド）が発生して
　　 いるが、紙の新聞との比較のために、LIFEプロジェクトチームはこれを除いたものをライフサイクルコストとしている。

（単位：ポンド）

表3　LIFE2でのケーススタディの結果概要

出典：（12）を元に筆者が作成。
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を的確に把握し、ライフサイクルコストを容易に算
出できるようにするための表計算シートを作成した
ことと、GPM ではなく、各機関が実際に行ってい
る保存活動をもとに保存ステージのコストを算出し
たことが挙げられる。各機関とも保存に関する活動
はさほど行っていないため、LIFE1 に比べ全般的
に保存に関するコストが低くなっている。とりわけ
SHERPA-LEAP 内の UCL の機関リポジトリの場合、
SHERPA-DP に保存活動をゆだねる格好となってい
るため、保存ステージのコストはゼロとなっている。
なお、BL が納本制度で収集した紙の新聞については、
マイクロフィルム化にかかるコストなどを、保存処
理のコストとして算定している。

　LIFE プロジェクトチームはこれらのケーススタデ
ィの結果を受け、さらにライフサイクルモデルを改
訂しバージョン 2 を作成した（13）。

ライフサイクルモデル　バージョン 2
LT=C+AqT+IT+BPT+CPT+AcT

LT：期間 T 全体にかかるライフサイクルコスト
　C： 製作または購入にかかるコスト
　AqT： 期間 T における、収集にかかるコスト
　IT： 期間 T における、受入にかかるコスト
　BPT： 期間 T における、ビットストリームの保存
 にかかるコスト

　CPT： 期間 T における、内容の保存にかかるコスト
　AcT： 期間 T における、アクセスにかかるコスト

　バージョン 1 と比べると、ステージのレベルでも
大きな変更が行われていることがわかる。
　まず、「製作または購入」が新しいステージとして
加わった。これは、コスト算出においては任意のス
テージと位置づけられており、組織内で紙からデジ
タル化して保存する場合にはその製作費を算出する
など、必要に応じて適用するとされている。
　収集ステージには、デジタル情報資源を提出して
くれる供給者との間で発生する、記録フォーマット、
提出方法や頻度などに関する合意形成のプロセスが
新たに加わった。また知的財産権処理とライセンス
処理が統合された。
　受入ステージには、バージョン 1 およびバージョ
ン 1.1 では独立したステージとなっていたメタデータ

（作成）ステージが 1 要素として加わった。またアク
セスステージからも、参照リンクの維持管理が加わ
った。
　バージョン 1 で蓄積ステージと呼ばれていたもの
は、ビットストリームの保存ステージへと名称が変
わり、その要素が、リポジトリの管理・運営、蓄積
に必要な機器の購入や管理、機器の更新に伴うデー
タ移行、バックアップ、データの真正性の検査の 5
つへと分割・詳細化された。
　同様に保存ステージも、内容の保存ステージと名

ライフサイクル
ステージ

製作または購入
（Creation or 
Purchase）

収　集
（Acquisition）

受　入 
（Ingest）

ビットストリーム
の保存

（Bit-stream 
Preservation）

内容の保存
（Content 
Preservation）

アクセス
（Access）

ライフサイクル
の要素

・・・ 選択
（Selection）

品質確認
（Quality 
Assurance）

リポジトリの管理
（Repository 

Administration）

保存に関する監視
（Preservation 

Watch）

アクセス環境の準備
（Access 
Provision）

・・・

提出方法等に
関する合意形成
（Submission 
Agreement）

メタデータ
（Metadata）

蓄積用機器の
準備

（Storage 
Provision）

保存計画
（Preservation 

Planning）

アクセス管理
（Access 
Control）

・・・

知的財産権および
ライセンス処理
（IPR & 
Licensing）

デポジット
（Deposit）

更新
（Refreshment）

保存処置
（Preservation 

Action）

ユーザ
サポート

（User support）

・・・
発注・請求処理
（Ordering and 

Invoicing）

所蔵情報の更新 
（Holdings 
Update）

バックアップ
（Backup）

再受入
（Re-ingest）

・・・ 入手
（Obtaining）

参照リンクの維
持管理

（Reference 
linking）

検査
（Inspection）

廃棄
（Disposal）

・・・ 検収
（Check-in） 

表4　ライフサイクルモデル　バージョン2におけるステージと要素

出典：（13） p.32（日本語訳は筆者）
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称が改められ、どのような保存処置を取るかを決定
する保存計画、保存処置後の再受入、デジタル情報
資源の廃棄が加わるなど、明確化された。この両ス
テージの名称変更は、「保存」という語が多義的に用
いられることが多いことを考慮して、デジタル形式
の情報をそのまま保存するビットストリーム保存、
必要に応じて形式を変換するなどして内容を再生で
きるようにする内容保存と、その違いを明確にする
ために行われた。
　また、保存の問題を解決して初めてアクセスが可
能になることの象徴として、アクセスステージがラ
イフサイクルの最後に置かれるようになった。ここ
には新たにアクセス管理が要素として加わった。
　このほか、各要素を構成するより小さな作業単位
として、下位要素（sub-element）が規定された。

　LIFE プロジェクトチームでは LIFE2 により、デ
ジタル情報資源のライフサイクルモデル、コスト算
出方法の経済的妥当性が認められるとともに、方法
論をより洗練させることができたと評価している（14）。
また、LIFE プロジェクトについて、デジタル保存コ
ミュニティや英国の高等教育機関に広く知ってもら
えたことも成果として挙げている。ケーススタディ
からは、協同保存リポジトリのような外部サービス
を利用することの有効性、ライフサイクルモデルの
アナログ（紙）資料への適用可能性が明らかになっ
たとしている。このうちの後者は、アナログとデジ
タルのライフサイクルコストの比較の道を開くもの
である。このほか、SHERPA-LEAP の 3 つの機関リ
ポジトリのコストの差について、リポジトリの成熟
度、スタッフの習熟度、収録されているコンテンツ
の多様性などによるものだと分析している。
　ただし一方で、このようなコスト算出の試みはま
だ生まれたばかりであり、今回の算出結果も真に正
確なものではないとして、より正確なものにするた
めにはより多くの「コストに関する生のデータ」が
必要であると、今後の取り組みの必要性も強調して
いる。

4. LIFE3、そしてこれから
　LIFE プロジェクトは 2009 年 8 月から、JISC およ
び英国研究情報ネットワーク（RIN）の助成を受け
て、第 3 フェーズ “LIFE3” を開始すると発表してい
る。この LIFE3 では、既に資産としているデジタル
情報資源、新たに資産とするデジタル情報資源の両
方のライフサイクルコストを統合的に算出できるよ
うなツールの開発が目標とされている。そしてこの
ツールは、コレクションの特性や保存を行う組織の

特性を入力することでコストが算出されてくるよう
な簡便なものとし、研究者や図書館などが、保存計
画を立案するのにつながるものとすることが目指さ
れている。そして、有効なツールを開発するために、
各機関に対し、デジタル情報資源に関する業務のコ
ストを記録し、その記録をデジタル保存コミュニテ
ィが広く共有できるようにと協力を呼びかけている。

　デジタル情報資源の長期保存、長期利用保証が図
書館の課題としても認識されつつある現在、本稿で
紹介した LIFE プロジェクトの成果、さらにはエビ
デンス（CA1625 参照）を積み重ねてライフサイクル
モデルやコスト算出方法をさらに洗練していくとい
うプロジェクトの方法論は、日本の図書館にとって
も大いに参考になろう（15）（16）。

（関西館電子図書館課：村
むら

上
かみ

浩
こう

介
すけ

）

　（ 1 ）“ レーザーディスクプレーヤー生産終了のお知らせ ”. パイ
オニア .

　　http://pioneer.jp/press/2009/0114-1.html,（ 参 照 2009-08-
27）.

（ 2 ）たとえば、電子ジャーナルのアーカイビングに関するさま
ざまな取り組み（CA1597、CA1645 参照）、リスク評価に
基づくデジタルリポジトリ監査法 “DRAMBORA”（CA1681
参照）などがよく知られている。このようなデジタル情報
資源の保存に関する研究・取り組みの最新動向は、デジタ
ルオブジェクトの保存に関する国際会議 “iPRES” などで知
ることができる。

　　“iPRES 2009”. California Digital Library.
　　http://www.cdlib.org/iPres/,（accessed 2009-08-27）.
　　なお国立国会図書館も、電子情報の長期的な保存と利用に

関する調査を 2002 年度から行っている。
　　“ 電子情報の長期的な保存と利用 ”. 国立国会図書館 .
　　http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/preservation.html,（ 参

照 2009-08-27）.
（ 3 ）Shenton, Helen. Life Cycle Collection Management. 

LIBER Quarterly. 2003, 13（3/4）, p. 254-272.
　　http://liber.library.uu.nl/publish/articles/000033/article.

pdf,（accessed 2009-08-27）.
　　なお BL の資料保存部門の長としてこの論文を執筆したシ

ェントン（Helen Shenton）は、同職のまま LIFE プロジェ
クトチームのメンバーとなっている。

（ 4 ）“The chosen methodology: a lifecycle approach”. Lifecycle 
information for e-literature: full report from the LIFE 
project. LIFE Project, 2006, p. 9-16.

　　http://eprints.ucl.ac.uk/1854/,（accessed 2009-08-27）.
（ 5 ）“The lifecycle methodology”. Lifecycle information for 

e-literature: a summary from the LIFE project. LIFE 
Project, 2006, [p. 4] . http://eprints.ucl .ac.uk/1855/, 

（accessed 2009-08-27）.
（ 6 ）Lifecycle information for e-literature: full report from the 

LIFE project. LIFE Project, 2006, p. 17-89.
　　http://eprints.ucl.ac.uk/1854/,（accessed 2009-08-27）.
　　なお、この LIFE1 の最終報告書には、数値や表のキャプシ

ョンなどの誤記が各所に存在するので注意が必要である。
（ 7 ）ちなみに BL のウェブアーカイブについては、20 年間のラ

イフサイクルコスト（1 サイトあたり 13,731 ポンド）も算
出している。

（ 8 ）“The Generic LIFE Preservation Model”. Lifecycle 
information for e-literature: full report from the LIFE 
project. LIFE Project, 2006, p. 90-107.

　　http://eprints.ucl.ac.uk/1854/,（accessed 2009-08-27）.
（ 9 ）“An Economic Review of LIFE”. The LIFE2 fi nal project 

report. LIFE Project, 2008, p. 14-15.
　　http://eprints.ucl.ac.uk/11758/,（accessed 2009-08-27）.

（10）“From LIFE Model v1 to v1.1”. The LIFE2 fi nal project 
report. LIFE Project, 2008, p. 30-31.

　　http://eprints.ucl.ac.uk/11758/,（accessed 2009-08-27）.
（11）“Generic Preservation Model v1.1”. The LIFE2 final 
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視覚障害その他の理由でこの本を活字のままでは読むことのできない人の利用に供するために、この本をもとに録音図書（音
声訳）、拡大写本又は電子図書（パソコンなどを利用して読む図書）の作成を希望される方は、国立国会図書館まで御連絡
ください。
連絡先　国立国会図書館　総務部総務課
　　　　住　　所　〒100－8924
　　　　　　　　　東京都千代田区永田町1－10－1
　　　　電話番号　03－3506－3306

project report. LIFE Project, 2008, p. 34-36.
　　http://eprints.ucl.ac.uk/11758/,（accessed 2009-08-27）.
　　ただし、LIFE2 のケーススタディでは（GPM を使わずに）

「内容の保存」ステージにかかった実際の費用を算出してい
るため、GPM の新しいモデルの検証は、LIFE1 のケース
スタディに再度適用することで行われている。

（12）The LIFE2 fi nal project report. LIFE Project, 2008, p. 38-
99.

　　http://eprints.ucl.ac.uk/11758/,（accessed 2009-08-27）.
　　この LIFE2 の最終報告書にも、誤記が各所に存在するので

注意が必要である。数値については、各ケーススタディで
作成された表計算シートをもとに確認した。

　　“LIFE2: Documentation”. LIFE Project.
　　http://www.life.ac.uk/2/documentation.shtml,（accessed 

2009-08-27）.
（13）“LIFE Model v2”. The LIFE2 fi nal project report. LIFE 

Project, 2008, p. 17-33.
　　http://eprints.ucl.ac.uk/11758/, （accessed 2009-08-27）.
　　ただしバージョン 1 からの修正の大半は、バージョン 1.1

でなされている。
（14）“Findings and Conclusions”. The LIFE2 final project 

report. LIFE Project, 2008, p. 100-115.
　　http://eprints.ucl.ac.uk/11758/,（accessed 2009-08-27）.

（15）この LIFE プロジェクトのほかにも、米国国立航空宇宙局
（NASA）による学術データのライフサイクルコスト算出
ツール “CET” 構築の試みや、オランダ王立図書館による
e-Depot（CA1597、CA1645 参照）のコスト算出の試み、
ビーグリー（Neil Beagrie）らによる研究データの長期保
存にかかるコスト算出の試みなど、類似の試みが各所で行
われている。

　　“Cost estimation toolkit and comparables database”. 
NASA.

　　http://opensource.gsfc.nasa.gov/projects/CET/CET.php,
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