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　大学における学術情報と言いますのは、古典的

には書物の形を取った紙に印刷をした媒体の資料

がどうしても中心でありました。これは今でも引

き続き続いているわけですけれども、新たに電子

媒体での学術情報というのが、極めて重要な役割

を果たす段階に現在立ち至っております。　ただし、

紙媒体の様々な学術情報と、電子媒体での学術情

報とでは、その利用の仕方、保存の在り方だけで

はなくて、それらの情報に対する価格設定のシス

テムそのものが大幅に異なっているという状況が

ございます。　 

　そういった新たな状況のなかで図書館は、京都

大学においてそうでありますし、何処の大学でもそ

うなのだろうと思いますけれども、様々な形で学内

の電子学術情報維持に日頃尽力をしていただいてい

るわけです。しかしながら、電子ジャーナルの価格

高騰、電子情報に関する学内予算の確保などいくつ

もの新たな問題に直面せざるを得ないという状況に

立ち至っているのが現状であろうと思います。 

　そこで本日はそういった状況に対して学内での理

解を深め、今後のより良い方策を探るための基礎的

な情報交換、意見交換をすることを主たる目的とし

て、このシンポジウムを企画させて頂いたわけです。 

　午前中には三つの基調報告を頂きまして、電子ジ
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　附属図書館は国立情報学研究所（ＮＩＩ）との共催により、「大学における学術情報資源

の整備―電子ジャーナル時代の学術コミュニケーションの変革―」と題された公開シン
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電子ジャーナルの円滑な導入と安定的な運営の実現に向けての取り組み 

－国立大学図書館協会電子ジャーナル・タスクフォースの活動－ 

ャーナルをめぐる様々な最先端の状況についてご

紹介を頂くことになると思います。また、午後に

は二つのパネルディスカッションを通じまして、

一つは京都大学が直面しているいろんな問題を含

めた議論や全般的なあり方についての議論を展開

して頂くということで、初期の目的に大きく近づ

けるのではないかと期待をいたしております。 

　本日、その報告あるいはパネリストとしてご出

演していただくことをご了承いただきました方々、

あるいは準備にいろいろとご尽力をしていただい

た方々にも御礼を申しますと共に、今回のシンポ

ジウムで十分な成果が上がりますことを期待して

おります。本日、長丁場になりますけれども、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

　（きんだ　あきひろ） 

 

名古屋大学附属図書館長　 伊  藤  義  人  

　名古屋大学の伊藤です。今日は「電子ジャーナ

ルの円滑な導入と安定的な運営の実現に向けての

取り組み－国立大学図書館協会電子ジャーナル・

タスクフォースの活動－」というタイトルで講演

させて頂きます。 

　今日の予定は、先ず始めに「図書館を取り巻く

新しい時代の背景」ということで、電子ジャーナ

ルの話に入る前にこのことを話しておきたいと思

います。次に「学術情報と電子ジャーナル」とし

て、電子ジャーナルの歴史的な経緯等について話

をします。三番目には「学術情報収集のコンソー

シアム－電子ジャーナルコンソーシアムの形成－」

として、いわゆる国立大学図書館のコンソーシア

ムを立ち上げましたので、世界的には、規模とし

ては非常に大きなものですが、それがどういう経

緯で立ち上がったかをお話いたします。 

 

図書館を取り巻く新しい時代の背景 

　情報化社会ということで、インターネットの爆

発は、図書館にとってみれば歴史的な転換点とな

りました。図書館は何千年の歴史がありますが、

紙に書いた物、もっと前は羊皮紙に書いていたの

ですが、物に書いた時代からデジタルの時代にな

ったということが大きな変化です。実際この十年

間で図書館の利用の仕方は大きく変わっています。

図書館機能の変革要求で、デジタル情報を扱うこ

とが必須となっています。紙媒体をやめられれば

よいのですが、これはずっと残ります。貴重な資

料という意味だけでなく、現用の資料としても紙

は当面、特に大学には残らざるを得ないと思います。

デジタルと紙情報を有機的に結合して、どちらも

補完し合う、すなわち電子図書館機能と従来型図

書館機能を融合したハイブリッド図書館を作ると

いうのが大学図書館の使命になっています。 

　もうひとつは大学全体の変化で、20世紀から21

世紀のパラダイム転換と言われているもので、価

値観が変わり、経済第一主義から環境・人間を重視

した社会への変化を背景に、大学自体にも多様な

要求が出て来ています。融合型の学問領域が現れ、

従来型の部局中心の図書室や図書館ではとうてい

その役割は果たせなくなってきています。学内構

成員だけではなく、生涯学習だとかＮＰＯ、ＮＧＯ

などの市民の要求に対しても対応しなければなら

ないという劇的な変化があります。大学も企業的

な努力だとか、図書館も運営ではなくて経営をし

なさいということが明確に言われています。最近、

基調報告（1） 
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私が言っているのですが、大学図書館も競争と連

携の時代です。昔は連携だけすれば良かったので

すが、競争もしなければいけないということです。

ただし、ここで言う競争は相手を潰すための競争

ではなく、自分でリスクを取って、先進的なこと

をするという意味での競争です。 

　雑誌に関して言えば、紙媒体中心の時も、例え

ば名古屋大学でも、数年前まで毎年何百タイトル

という雑誌をやめていました。予算が前年度実績

に基づく年度主義ですから、値上がりした分を止

めざるを得ませんでした。それに加え電子ジャー

ナルの収集という新たな状況がでてきました。学

術雑誌の危機というのは電子ジャーナルができる

前からずいぶん叫ばれていましたが、最近はもっ

と厳しい状況になっています。出版社の寡占化の

傾向は、現在もまだ進んでいます。E出版社の雑

誌価格は、1990年を100にすると、10年間で3倍

です。これではとうていやっていけないというの

が正直なところです。 

　大学図書館の外国雑誌の冊子体の純タイトル数は、

1990年から激減しています。払っているお金は、

私立、公立、国立で、どこも金額的には増えてい

るのに、タイトル数は激減しているという、非常

に厳しい状況です。名古屋大学の図書費の構成を

みると、文部科学省予算は減っており、大学から

配分される予算はわずかずつ増額しています。電

子ジャーナルにかかっている費用は名古屋大学で

も8千万円ぐらいあります。問題なのは、学生の学

習用図書です。学生用図書費は学生一人あたりの

費用が、昭和57年から60年ぐらいの時には7, 8千

円ありました。洋書が1冊買えるか買えないくらい

でした。今は3千円を切っているので、和書がせ

いぜい1冊買えるぐらいです。もちろんこの間に学

生数は2倍になっていて、学生の母数が増えてい

るということもあるのですが、本も値上がりをし

ていますので、学生1人当たりの図書費が減るとい

うことは、大きな問題であると考えています。 

　大学改革と図書館の関係について言えば、図書

館は、少なくともその方向の努力はこれまでもし

ていました。学生を大事にする大学になりなさい

と言いますが、開館時間を延ばすなど既に行って

います。個性ある大学という時に、各大学図書館

は資料収集などで個性ある図書館を目指していま

した。大学改革は、部局の集合から大学が中心に

なると言われていますが、図書館は大学の顔だと

昔から言っていました。大学の経営という言い方に、

図書館は全く抵抗感がありません。例えば名古屋

大学の図書館長の資格は、図書館の経営に見識の

ある人と規定されています。ＩＴ武装化を大学改

革のなかで言われていますが、図書館は大学の情

報戦略の中心だと言っていましたので、大学改革

の先取りの方向はあったのです。大学全体を支え

るような所に図書館が座らなければいけないのです。 

　大学の情報発信の基地として、従来の情報を収

集して学内構成員に提供するだけではなくて、大

学の生産する情報に関しても図書館が本来核にな

る必要があります。大学図書館は常に存置理由を

問われる時代になりました。公共図書館との棲み

分けで、生涯学習やＮＰＯ支援などは大学だけで

はできませんし、大学の構成員も公共図書館を使

わざるを得ません。あるいは市民が公共図書館を

経由して大学図書館を使うということも出てきます。 

　平成13年3月に文部科学省科学技術・学術審議

会に設けられたデジタル研究情報基盤ワーキング・

グループから、大学からの情報発信に関する報告

書が出されました。私もワーキング･グループのメ

ンバーでしたが、図書館が中心になってポータル

を作ることによって、図書館の機能自体を強化し

ようという考えに立ち、各大学が機関共同サーバ

を作って、国立情報学研究所とうまく連携して外

部に情報発信しようというものです。 

 

学術情報と電子ジャーナル 

　電子図書館機能は、私が勝手に区分していますが、

第1期の目録の電子化、第2期の貴重書の電子化、

電子ジャーナルはやっと第3期で出てきたという

ことです。今後は第4期で高度な学習、教育、研

究のサポートを行うことになります。実は、京都

大学も名古屋大学も、この第1期でさえも完全に

は終わっていません。遡及入力は、まだ半分も終
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了していないのです。ただし、名古屋大学はあと5

年で終わります。名古屋大学でも貴重書の電子化

をやっていますが、電子ジャーナルの導入で、初

めて電子図書館機能が大学構成員に認知されてい

るというのが現状です。 

　最初に言いましたように、従来型図書館には限

界があります。情報を蓄積だけでなく、相互にリ

ンクを張り、ポータル的な機能を含めたハイブリ

ッドライブラリーを目指さなければなりません。

電子ジャーナルに代表されるデジタル情報は、学

術雑誌の危機で冊子体を減らしたときに、アクセ

スできる学術情報の減少を補う方策として、非常

に有効であったと考えています。 

　電子図書館の問題は、著作権と費用と新しい資

質を持った人材の三つが挙げられます。20年来こ

の問題は変わりませんが、どれ一つとして完全に

解決したものはありません。例えば、著作権に関

しては、FAX、E-mailで雑誌の論文を送れるかと

いう問題ですが、図書館から個人宛に送るのは、

著作権法の公衆送信権の問題があり、ほとんど絶

望的です。しかし、図書館が目指したのは、法改

正ではなく、著作権者側との協議により、著作権

管理団体との個別の許諾契約を結ぶ方法により、

先ずは大学図書館間の送信をできるようにしました。

現状で約2／3くらいの雑誌がFAXやE-mailで画像

送信が可能になっています。大学図書館間のILLが

かなり便利になったと言えますが、まだ解決途上

と言う段階です。 

　電子図書館機能の整備手法は、一館で可能なもの、

連携が必要なもの、あるいはまだよく分からない

ものなどがあります。電子ジャーナルについては、

図書館のコンソーシアム等で連携をしない限り無

理です。電子ジャーナルの問題は、契約を止めた

時に、あるいは出版社が潰れたような時のアクセ

スの保証があります。そこで、アーカイブサーバ

の必要性が出てきますが、日本では国立情報学研

究所にハードウエアを用意しましたが、ごく一部

のデータしか入っていません。基本的には世界レ

ベルで考える必要があります。電子ブックに関し

ては、これはよく解りません。東京大学と名古屋

大学が、今年度電子ブックを一部導入します。電

子ブックは、電子ジャーナル以上に図書館にとっ

ては大きな問題になる可能性があります。 

　電子ジャーナルの機能と特質ですが、利用者の

立場からみた利点と図書館の立場からみた利点が

あります。電子ジャーナルを購読することによって、

直接アクセスできるジャーナルが増えたので、Ｉ

ＬＬの件数は減りました。ただし、数年するとこ

れがまた増えるのではないかと思います。電子ジ

ャーナルを途中で止めざるを得ない大学が出てきて、

ＩＬＬで済まそうという大学が出てくると思います。

私が何時も言っているのは、電子ジャーナルの一

番のメリットはお金を持っていない、卒論生、大

学院生および若手教員が自由に使えることです。

無制限で、学内であれば場所も問いません。紙の

雑誌の時にはコピー代がかかりましたし、図書館

に行かなければいけないということもありました。

特に分野を超えて使おうと思ったときに非常にメ

リットがあります。パラダイム転換後の21世紀型

学問支援の可能性を、電子ジャーナルは持ってい

ます。 

　電子ジャーナルの歴史は、まだ10年と少ししか

ありません。当初は、実験段階でした。有料にな

って、コンソーシアム契約が出てきたのは、この

5～6年です。非常にタイトル数が増加しており、

Ulrichによると2004年で、約4万タイトルくらい

になっているようです。アメリカの非常に大規模

な大学ですと、6万タイトルくらい持っている所も

あります。ただし、本当の意味で学術的価値のあ

るものは、1万5千タイトルくらいという説もあり

ます。 

　学術雑誌の電子化の現状ですが、学協会出版社

協会（ALPSP）によると、全体の75％の雑誌がオ

ンラインで入手可能です。科学技術系が約82％、

人文社会系でも72％です。従来とは格段に時代が

変わって来ています。逆に言うと電子ジャーナル

にしないと雑誌が生き残れない時代になっています。 

　大学図書館における電子ジャーナル平均所蔵タ

イトル数、すなわちアクセス可能タイトル数ですが、

2000年度くらいから伸びてきて、加速度的に増え
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て、国立大学の平均で4千タイトルを越えています。

図書館のコンソーシアムは、電子ジャーナルだけ

ではなくて、昔の冊子体の場合にも共同購入とい

うものがありました。利点はいろいろあります。

基本的には強力な交渉主体があって、出版社サイ

ドにものが言えるということです。当面コンソー

シアムでないと駄目だということで、この数年頑

張って来ました。しかし、将来とも図書館コンソ

ーシアムだけで対応できるかというと、かなり否

定的にならざるを得ません。各国の電子ジャーナ

ルのコンソーシアムはドイツ、台湾、韓国、オー

ストラリア、他にカナダなどもあり、コンソーシ

アムの性格はそれぞれ違います。大きさも規模も

違いますし、お金がどこから出ているかも違います。

どこのコンソーシアムも問題を抱えています。日

本で電子ジャーナル・タスクフォースを立ち上げ

たときに参考にはしましたが、お手本になるもの

は一つもありませんでした。みんな失敗の連続で、

継続はしていますが、大きな矛盾をかかえていて、

将来とも安定的にやっていける所は、多分ないの

だろうというのが正直な感想です。 

 

学術情報収集のコンソーシアム 

－電子ジャーナルコンソーシアムの形成－ 

　電子ジャーナル・タスクフォースは、平成12年

9月に立ち上がりました。エルゼビア・サイエン

ス社（以下「エルゼビア社」）が、その前年に、

円価格でしか売らないとか、あるいは並行輸入の

問題があって、各大学の図書館長は非常に危機感

を持ちました。私を含む七大学の図書館長がサイ

ンしてエルゼビア社に要望書を送ったことがきっ

かけとなっています。その要望書は、一種の抗議

文でした。これに対してエルゼビア社の社長から

協議をしたいという回答が寄せられ、当然、他の

出版社からも電子ジャーナルは出ていましたので、

他の出版社についても、可能なものは全部協議し

ようということでタスクフォースが結成されました。

それから、ただ単にお金や契約の話をするだけで

はなく、電子ジャーナルの導入に伴う学術情報流

通の変化に関する当面必要な施策を全部やるという、

ポリシーで臨みました。これは我々図書館人が自

主的な活動で出版社と協議し、連携して作ったも

のです。4年経ちましたが、100回以上の会議を東

京で行い、現在18社とコンソーシアム契約が成立

しています。全体のタイトル数をあわせますと、

12,000タイトルぐらいが購読可能になっています。

規模で言えば世界一に近いと思います。 

　最初の活動理念ですが、出版社と強力に協議を

するということで、必要であれば一月に何回でも

集まろうということになりました。学術情報の円

滑な導入ということで、実際にはお金がないので、

価格の抑制ができなければ、コンソーシアムを作

っても意味がありません。奇異に感じられるかも

しれませんが、情報格差の解消も目指しました。

大学間で情報格差が当然の事ながらあるわけです。

冊子体の雑誌の数であれば、万のオーダーで入っ

ている大学から、極端に言えば数百種類しか入っ

ていない大学もあります。そのため、電子ジャー

ナルという特性を活かすように、情報格差の解消

を念頭に置きました。東京大学でも京都大学でも

名古屋大学でも、もっと小さな大学でも基本的に

同じようにアクセスできるようにすることです。 

　実際の協議は、最初に協議対象を確定し、出版

社の電子ジャーナル担当責任者を、外国から呼び

寄せて、日本の状況を説明しました。直接交渉が

必要なので、呼び寄せていろいろ説明したと同時に、

本当に日本支社と交渉してもよいのか確認をとり、

もしうまく行かないときには直接交渉する権利も

留保しました。日本の大学の雑誌のとり方は、世

界標準からすれば特異な状況です。雑誌をとる、

とらない、を決めるのは図書館が決めるのではなく、

先生方とか部局が決めるということは、ちょっと

他の国では考えられません。このようなことや、

国の会計法のしばりなどに関して、英文の文書を

準備して説明をしています。重要なことは、タス

クフォースが国立大学図書館を代表して協議し、

窓口は一つだけであることを認識してもらってい

ます。全権委任ではありませんが、我々しか交渉

対象はいないということで始めました。 

　タスクフォースは、出版社協議の戦略を策定し、
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直接交渉を中心とした協議を行い、アーカイブの

整備や、利用統計についても検討しました。それ

から、電子ジャーナルの利用者教育の支援も企画･

実施し、利用者アンケート調査も行いました。さ

らに、テンプレートと呼んでいますが、各出版社

等の契約モデル、要するに一社でも各種のタイプ

を用意して、大学が選べるようにしました。特に、

先にも触れましたが、アーカイブサーバについては、

国立情報学研究所に文部科学省からサーバのお金

を付けてもらいましたので、実現していますが、

残念ながらまだデータは数社しか入っていません。

また、利用者教育の支援に関しては、教育プログ

ラムテンプレートの策定、いわゆる図書館が指導

する教育プログラムを作りました。よく図書館が

何か説明会をやると、民間会社の人を呼んできて、

人を集めて講習会をやりますが、そのような講習

会ではなく、先ず始めに図書館職員が電子ジャー

ナルの使い方や、導入状況、あるいはマナーをき

ちんと説明し、次に出版社から個々の使い方を説

明してもらう講習会を考えました。さらに応用レ

ベルの説明会では、必ず利用者、特に大学院生と

か助手の方の事例報告をします。出版社は上手に

説明するのですが、あくまでも開発者側から、あ

るいは使ってもらう側からです。使う側からの多

様な使い方がありますので、利用者の視点からも

説明が必要です。もちろん、図書館が実施する講

習会だけで全構成員を教育することは不可能です

ので、講習を受けた人たちが部局や研究室に戻って、

うまく普及できるように、フィードバックをかけて、

全学に普及させます。最終的にはデジタルライブ

ラリアンを養成しなければいけないと思っています。 

　利用者アンケートについては、2001年と2003年

に行いました。2001年は10大学で、2003年はもう

3大学を加えて13大学で、教員と院生に対してア

ンケートを実施しました。回収率が43．2％です。

自然科学系で月一回以上使っているという回答が、

2003年の時には85％、前回が67％です。週一回

以上、毎週必ず使うという人が62％あり、これも

増えているということで、たかだか2年の間に、

定点観測すると電子ジャーナルの利用が急増して

います。人文・社会系は相変わらず利用率は低い

ですが、伸び率は倍増しています。少なくとも英

語を使って研究する人は、人文・社会科学系でも

電子ジャーナルを使う時代になるのではないかと

思います。利用タイトルの平均が、前回1人当た

り6～9タイトルくらい使っているのが二桁になり

ました。これは多分、アクセス可能なタイトル数

が増えたということが貢献しているのだと思います。

電子ジャーナルをブラウジングし、検索機能を使

うだけでなく、二次情報データベースからアク

セスする利用が増えています。これはいわゆる

Web of Scienceなど、直接引用文献から使う形の

ものです。今後、この使い方はもっと伸びる可能

性があります。経費負担を聞いてみると、一部負

担してもそのまま導入を継続、あるいはさらに追

加したいということで、「とてもそう思う」とい

う人が15％、「やや思う」まで広げると62％です。

残りの人はあれば使うけれど、お金は出したくな

いという人です。冊子体の雑誌と電子ジャーナルは、

いま併存していて、大半の大学は両方あります。「冊

子体の必要性も低くなります」と言うのが20％、

「やや思う」で50％、半数の人が冊子体はいらな

いのではないかと考えているようです。電子ジャ

ーナルが絶対必要と考えている人が前回51％、今

回69％です。もう数年するともっと増えると思い

ます。確実に電子ジャーナルの位置づけは高くな

っています。 

　電子ジャーナル・タスクフォース自体の問題が

あります。2000年9月にでき、私が主査で、千葉

大学の土屋先生が副主査でずっとやってきました。

2004年度から国立大学が法人化になり、いろんな

難しい問題が出て来ています。主査と副主査は変

わりませんが、委員は減りました。大学図書館に

よっては、もう人は出せないとか、あるいは減ら

したいとか、全国的な活動に人材を割けないとい

う事態がでてきました。実際、事務局を東京大学

が中心になってやっていたのですが、現在名古屋

大学が事務局をやらなければいけないというのも、

非常に大きな難しい問題の一つです。 

　国立大学全体の外国雑誌の電子ジャーナル導入
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状況ですが、最初の2001年は1大学当たり平均、

1,000タイトル少しだったのですが、2003年で

4,000タイトルくらいになり、2004年で5,000タイ

トル近くになっています。これが当面は上限で、

すぐに6,000、7,000タイトルになることは、今の

ところ望み薄です。最高は1万4,5千タイトルにな

る大学もあります。電子ジャーナルの経費も伸び

ていますが、冊子体とトータルするとそんなに経

費は伸びてはいません。それに対して、タイトル

数は激増しています。アクセスできる学術情報が

増えているということです。 

　全国レベルではアーカイブサーバが立ち上がり

ましたので、これは国立情報学研究所に非常に頑

張っていただいていますが、我々もコンテンツが

増えるようにまだ頑張らなければなりません。文

部科学省にも、実際にタスクフォースの活動を評

価して導入経費を予算化して頂きました。ＩＣＯ

ＬＣやＳＰＡＲＣの国際連携の活動に関しても、

このタスクフォースの話し合いが契機になってい

ます。個別の図書館に関しては、学内のアピール

が可能になって、学内予算の獲得をする大学がた

くさん出てきました。従来は本部から頂いたお金

の範囲内で本を買っていたのが、要求ベースにな

りました。重複調整も電子ジャーナルが出てきて

初めて、各部局で重複しているものを調整しょう

という話になりました。全学的な学術基盤を作ろ

うという機運になったということです。最後に、

図書館職員の意識改革ができたということが挙げ

られます。自分たちで立ち上げて、自分たちで学

内にアピールをして、ということが可能になった

ということです。 

　タスクフォースの報告書を今年の国立大学図書

館協会の総会に出しました。世界的に見ても大規

模なコンソーシアムの確立と維持はできたという

ことで、大学図書館人が作りあげたひとつの成果

です。アクセスできるタイトル数は、名古屋大学

は洋雑誌の冊子体は4,000タイトルしかありませ

んが、電子ジャーナルは平成17年1月から12,000

タイトルになります。冊子体の3倍の電子ジャー

ナルにアクセスできます。情報格差も確かに冊子

体に比べれば、遙かに各大学の格差が縮小しました。

小規模大学に対しても一応有利な契約条件を確保

しました。問題は、値上げの阻止にはそれ程力を

発揮していないことです。契約のテンプレートの

なかに、ＣＡＰ制を導入しています。たとえば3年

間、1年5％以上値上げをしないというＣＡＰ制を

必ず付けてくれるように出版社に要求をしています。

そうしないと、継続的に導入できません。ただし、

低いところでも5％、高いところで8％、10％とい

う出版社もあります。実際はそれ以上値上がりを

していますので、ＣＡＰ制自体は機能しています。

有利にはなっていますが、今の日本の物価上昇率

まで下げないと、できたら0％にならないと継続

的に購読できないというのが、国立大学法人の状

況です。それから、もっといろんな環境が厳しく

なっていて、法人化でバッサリと図書経費を削減

された大学図書館があって、電子ジャーナルもや

めるという大学もあるぐらいです。電子ジャーナ

ルの契約は、2005年から新しいタームになります。

最初、各出版社と交渉したときは、とりあえず3年

で始めましたが、2005年からの次の3年のタームが、

ほぼ交渉が完了しつつあります。 

　これまで各出版社との協議を精力的に行ってき

ましたが、雑誌の値上げは、日本の努力だけでは

止まらないというのが正直なところです。コンソ

ーシアムだけでは抑止効果がそれ程ありません。

また、購読規模を維持するための財源確保も非常

に困難になっています。条件の悪い出版社と契約

を止めるようなショック療法も必要だということは、

タスクフォースのメンバーの中では考えていますが、

とりあえず、継続的に強力に交渉するということ

です。 

　短期的には、予算システムが法人化で変更しま

したが、なんとか、2005年の契約は維持するよう

に各大学にお願いしています。部局は非常にお金

が減っています。研究者もお金が減っているので、

雑誌を止めたいという所がでてくると思いますが、

とりあえず2005年契約を維持するように学内アピ

ールして、学術基盤を守るということで、タスク

フォースも強力に交渉しています。電子オンリー
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を促進して全学負担システムを構築してください

ともお願いしています。 

　長期的には、コンソーシアムによって何とかし

ようというのは限界があります。勿論、継続する

必要はありますが、他の学術情報流通の方策も見

つけざるを得ません。一つはオープンアクセスで

あり、無料でアクセスするものです。二つ目は機

関リポジトリで、それぞれの大学の先生方の発表

した論文を大学のサーバに入れて無料で見せると

いうことです。新しい学術情報流通の方策をみつ

けるためには、残された時間は3年から5年くら

いしかないだろうと思います。今の商業出版だけ

に依存したやり方は、破綻しつつありますが、実

際、図書館だけではもう無理で、研究者、学会あ

るいは大学全体を巻き込んだ運動をしない限り、

電子ジャーナルに代表される学術情報の継続的な

安定は無理だろうと考えています。自分たちが投

稿して、査読も編集もして、さらにお金を払って

読んでいるのではなくて、何とか無償供与のサー

クルができたら望ましいと言っています。 

　最後に電子ブックですが、10億ドル市場になる

と言われていますが、日本の大学は電子ジャーナ

ルのスタートと同じで、また出遅れていて、やっ

と東京大学がこの4月に導入したばかりです。名

古屋大学は総長裁量経費がつきましたので、平成17

年1月に導入し、無料のものも入れて4,000冊くら

い利用できますが、どう運用するか問題です。東京

大学は自分の所だけでオープンしましたが、名古

屋大学は東海地区にはオープンしようと思ってい

ます。コンソーシアムを作って、電子ブックをみ

んなで読めるようにしたいと思っています。多分、

電子ブックのコンソーシアムをうまく作らないと、

普及しません。電子ジャーナル・タスクフォース

では対応できませんので、誰かがやる必要がある

と思います。 

　図書館には今後も、大波が来ます。歴史的転換点

とパラダイム転換だと言いましたが、危機的状況で

す。ある意味で、変革のチャンスですので、たゆま

ぬ努力をしたいと思います。図書館学ではいつも出

てきますが、ランガナタンが言っている「図書館は

成長し、変化していくものである」、昔の訳は「図

書館は成長する有機体である」、つまり、とどまっ

てはいけないということです。本当の意味で、成長

する有機体にならないと図書館は維持できないとい

う危機的な状態です。是非とも一緒に頑張りたいと

思います。 

　　　　　　　　　　（いとう　よしと）　 
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学術コミュニケーションの変革に向けて 
－ SPARC，オープンアクセス，機関リポジトリ － 

千葉大学附属図書館情報サービス課長 尾  城  孝  一  

　千葉大学附属図書館の尾城です。学術コミュニ

ケーションの変革に向けて、というテーマでSPARC、

それからオープンアクセス、機関リポジトリという、

この三つのキーワードを中心にして大学図書館の

取り組みの状況について話をします。 

　SPARC［http://www.arl.org/sparc/］というの

は、アメリカの研究図書館協会（AＲL）が１９９８年

に開始したプロジェクトです。北米の約２００の図書

館が参加していると言われています。科学を科学者

の手に取り戻すことを使命とし、これまで雑誌の危

機、学術コミュニケーションの危機的な状況に、別々

に対処してきた研究コミュニティと大学図書館が、

連携をしてシリアルズ・クライシスを緩和していこ

うという運動です。この運動は北米で始まったわけ

ですが、北米に留まらず、世界的な広がりを見せて

おり、ヨーロッパでも、SPARC Europeという組織

が２００２年から始まっています。また、国立情報学

研究所（NII）の「国際学術情報流通基盤整備事業」 

［http://www.nii.ac.jp/sparc/］についても、SPARC

という文脈の中から生まれてきた事業であるという

捉え方ができる思います。 

　国立大学図書館協会（国大図協）もSPARCとい

うプロジェクトに早い時期から注目して、国大図

協の下に国際学術コミュニケーション委員会とい

うのがあり、更にその下にSPARC JAPANプロジェ

クトという、小委員会の様なものを立ち上げて、

さまざまな形で支援活動を行っています。具体的

には、SPARCが作成した色々な広報関係のドキュ

メントを日本語に翻訳して国大図協のホームペー

ジで公開する、「Create Change」というSPARCが

作ったパンフレットも翻訳して日本語版「Create 

Change」を作り、関係機関に配布する、国大図協

のホームページで公開する、そういった活動を行

っています。 

　さて、研究コミュニティと大学図書館が連携し

て学術コミュニケーションの主導権を自分たちの

手に取り戻すという使命を果たすために、SPARC

がこれまでとってきた戦略についてまとめてみま

す。まず、何をやってきたかというと、商業出版

社が出版している購読料の高い雑誌と直接競い合

うような新しい雑誌を創り支援する、SPARC自ら

が出版者となって雑誌を出すということはないが、

学会がそういう競合誌を創刊するのを支援する、

それをSPARCに加盟している大学図書館が皆で買

い支える、つまり学術出版の市場に競争原理を導

入して、雑誌の値上がりを押さえよう、シリアル

ズ・クライシスを少しでも解消しよう、そういう

戦略をとってきました。この戦略については、あ

る一定の成果を挙げてきたと評価できると思いま

す。例えば、Tetrahedron Lettersというエルゼビ

アが出版している有機化学分野のコアジャーナル

がありますが、それに対抗する雑誌として、アメ

リカの化学会を支援してOrganic Lettersという雑

誌を１９９９年に創刊しております。Tetrahedron 

LettersとOrganic Lettersのインパクトファクタを

比較してみますと、創刊後間もないにもかかわら

ず、Organic Lettersのインパクトファクタが、

Tetrahedron Lettersを上回るという結果がでてい

ます。勿論、値段もOrganic Lettersの方が安い。

更にOrganic Lettersの存在によって、Tetrahedron 

Lettersの価格の上昇率も、多少抑さえられてきた

という効果も現れています。代替誌戦略はある程度

の成果を挙げてきたと言えると思うのですが、しか

しながら限界も見えている、つまり学術雑誌の市場

というものは本質的に競争が成り立たないマーケッ

トだと言えます。Organic LettersはTetrahedron 

基調報告（2） 
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Lettersの完全な代替誌にはなりません。Organic 

LettersとTetrahedron Lettersそれぞれの雑誌に

は全く異なる論文が掲載されているわけですから、

Organic Lettersが完全にTetrahedron Letters

を駆逐しない限りは、有機化学の分野に関係する

図書館は、必然的に両方の雑誌を買い続けざるを

得ない。そういう本質的な問題があるわけです。

それから、SPARCが支援できる競合誌、代替誌

の数にも限りがあります。多分、１０とか２０ぐらい

のほんのわずかな競合誌、代替誌の支援しかでき

ない。ということでSPARCは徐々にその戦略を

シフトさせてきています。２００４年の4月に発表

されたSPARCのプログラム・プランを見ますと、

オープンアクセス運動の支援を今後の活動の核に

していく、といった戦略のシフトが、明らかに読

み取れます。 

　それではオープンアクセスとは何か、簡単に言

ってしまうと査読済みの学術論文への障壁なきア

クセスということになると思います。ここで言う

アクセスというのは、インターネットを介した電子

的なアクセスですが、アクセスの対象となるのは

あくまで査読を経た、学術雑誌に掲載されている

学術論文です。ですから、一般の雑誌、マガジン

とか単行本、そういったものは対象から一応除外

されています。また障壁というのは何かといいま

すと、一つは、料金の壁がない、つまり、誰もが

無料でアクセスできます。二つ目は、許諾の壁が

ない、つまり著作権保有者の許諾なしに利用でき、

複製等ができます。この料金と許諾の二つの壁が

取り払われている、そういうアクセスの形態がオ

ープンアクセスであると言ってよいかと思います。 

　オープンアクセスの支持を表明している財団と

か、研究者のグループなどが海外にはたくさんあ

ります。更に今年になってから、各国の議会もこ

のオープンアクセス運動に積極的に関わるように

なってきて、例えばECも調査を２００４年６月に始

めています。それからアメリカの下院の歳出委員

会は、国立衛生研究所（NIH）の補助金による研

究の成果は全て、NIHが運営しているPubMed 

Centralという無料でアクセスできるサーバに登

録しなければならないという提案を行い、つい最

近下院で可決されたそうです。あとイギリスの下

院でも報告書を発表して、その中でオープンアク

セスを支援する立場を明確に表明しています。と

いうわけで、オープンアクセス運動は海外では、

研究コミュニティや、学会・図書館・出版社・研

究助成団体、さらに議会、一般の新聞や、雑誌と

いったメディアを巻き込んで、賛成派、反対派、

入り乱れて、非常に活発な論争が行われています。

少々過熱気味ですが、日本のようにほんの一部の

関係者の間でしか話題になっていないというのも、

これは更に一層深刻な問題なのではないかと思い

ます。 

　こういったオープンアクセスを実現するため

のロードマップとして、二つの方法が示されて

います。その一つがオープンアクセス誌という

ことになります。今、どれくらいの数のオープン

アクセス誌が存在しているのかと言いますと、

Directory of Open Access Journals （DOAJ） 

［http://www.doaj.org/］というオープンアクセ

ス誌のディレクトリがあり、１，２５０誌が掲載され

ています。ところで、オープンアクセス誌と言っ

ても出版のコストは掛かるわけで、そのコストを

いかにして回収するかというビジネスモデルが当

然必要となってきます。今のところ、著者が支払

う投稿料あるいは出版料、それから補助金、広告

収入、冊子体からの収入、あるいはこういった幾

つかの収入の組み合わせによって、コストをまか

なっていく例が多いのですが、いずれもまだ実験

段階の域を脱してはいません。 

　一方、オープンアクセスに至るもう一つの道で

あるセルフアーカイビングですが、これはあまり

耳慣れない言葉かもしれませんが、著者が自分の

書いた論文の電子ファイルを個人のサーバとか、

あるいは分野別のサーバ、もしくは大学図書館が

運営するサーバに蓄積してそれを無料で公開して

いく行為であると定義できると思います。このセ

ルフアーカイビングの受け皿としては、以前から

ｅプリント・アーカイブと呼ばれている電子論文

のサーバがいくつかの分野に存在しています。そ
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れから、最近になって機関レポジトリ（Institutional 

Repository）と呼ばれている大学別、研究機関別

のサーバというのが、あちこちで相次いで設置さ

れるようになってきています。 

　それでは、大学図書館がこういったオープンア

クセス運動にどうやって向き合っていけば良いの

でしょうか。まずはオープンアクセス運動の動向

を学内の先生方に知らせていきます。それからオー

プンアクセス誌へのナビゲーションを支援します。

具体的にはDOAJとか、オープンアクセスのサイ

ト、オープンアクセス誌を集めたディレクトリの

サイトに図書館のホームページからリンクを張り

ます。あるいはオープンアクセス誌を図書館の目

録の中に取り込んでOPACから検索できるよう

にします。それと、個人的には一番重要な関わり

方なのではないかと思っている、セルフアーカイ

ビングの支援があります。学内研究者のセルフアー

カイブの受け皿として、機関レポジトリを構築し、

運営していく活動です。具体的なイメージを申し

上げますと、まず図書館が中心になってレポジト

リを構築し、その管理、運営を行います。学内の

研究者は、論文を書いて、それを雑誌に投稿しま

す。同時に論文の電子ファイルを大学のレポジト

リに登録します。その登録の支援なども図書館員

が行います。そして学内外の利用者がレポジトリ

に蓄積された学術論文にオープンアクセスするこ

とができるようにします。大体、こういったイメー

ジになります。ところで学術論文を雑誌に掲載す

る場合、著作権を学会とか、出版社に譲渡すると

いうことが求められるわけです。ですから、セル

フアーカイビングの前提として、著作権を持って

いる学会、出版社が、そもそもセルフアーカイビ

ングを認めてくれるかどうかが問題になるわけで

すが、実は意外と多くの出版社が認めてくれてい

ます。イギリスのサウサンプトン大学の研究グルー

プがまとめているデータですと、全部で８，８６０タ

イトルを調べて、そのうちポストプリントのセル

フアーカイブを認めている雑誌が全部で６，１３１タ

イトルあり、全体の６９％を占めています。実は

エルゼビアの雑誌も全部含まれています。これに

プレプリントのみを認めている雑誌を加えると、

全体で９１％の雑誌がセルフアーカイビングを認め

ています。これは多分、予想外というか、意外な

数字なのではないかと思います。 

　さて、私の所属している千葉大学でもこの機関

レポジトリに注目して、平成１４年度から千葉大

学学術情報レポジトリ計画というプロジェクトを

開始しています。今年度中には正式な運用を開始

したいと考えています。このプロジェクトのペー

ジ［http://mitizane.ll.chiba-u.jp/curator/］にア

クセスしていただきますと機関レポジトリに関す

るいろんな情報が掲載されていますので、関心の

ある方は一度ご覧になってください。 

　では、国内の他の大学図書館はどうなっている

のか、大学図書館全体の取り組みについて簡単に

紹介をします。大まかにまとめると、四つの取り

組みというのが開始されています。まず一つめは、

千葉大学土屋先生の科研費研究プロジェクトで、

機関レポジトリの理念とか理論的な背景、裏付け

について研究を進めるということになっています。

二つめは、国立大学図書館協会の中にデジタルコ

ンテンツプロジェクトがあります。各大学におけ

る機関レポジトリの実装を推進するというプロジ

ェクトです。三つめは、N I I・国大図協の

SPARC/JAPANプロジェクトです。ここでは海外

の機関レポジトリとの連携について模索していき

ます。四つめは、NII-IRP［http://www.nii.ac.jp/ 

metadata/irp/］で、国立情報学研究所が今年から

始めている事業であり、機関レポジトリの技術支

援を行うプロジェクトです。最後に、実はまだ実

在していないのですが、評価というプロジェクト

が加わると、これできれいに五輪の図が描けると

いうことになります。現状では、こういった四つ

のプロジェクトが動き出しているわけですが、各

プロジェクトの活動はばらばらで相互の連携がま

だ不十分です。これをゆくゆくは機関レポジトリ

の連合体のような形でうまく統合させていければ

良いのではないかと考えています。その上で大学

図書館全体として何を目指すべきなのかというこ

とですが、まず、大学図書館側は機関レポジトリ
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国際学術情報流通基盤整備事業の現況 

を作って、学内の研究成果、とくに学術論文を収

集して保存していくという役割を果たします。一

方、NIIにはメタデータ・データベースというもの

があり、全国の大学等の学術情報のメタデータを

集約するデータベースであるわけですが、このデー

タベースが全国の機関レポジトリのハブ、と言う

かポータルとしての役割を果たします。利用者の

皆さんは、このNIIのメタデータ・データベースを

検索すれば、そこから全国の大学の機関レポジト

リに蓄積された学術論文、研究成果に一元的にア

クセスすることができるというわけです。こうい

った大学図書館とNIIとの協調活動を通じて、いわ

ば相互補完的システムを作ることによって、新し

い学術コミュニケーションのシステムができあが

るのではないかと考えます。勿論、国内だけに止

まらず、オープンアクセス可能な世界的な学術論

文のネットワークの構築にも貢献することができ

るのです。 

　１６６５年に世界最初の学術雑誌が生まれてから、

大体２０世紀の中頃までは、こういった研究コミュ

ニティを中心とした「贈与の円環」と呼ばれてい

るサークルが存在していたと言われています。著

者である研究者は、論文を書いて、それを雑誌に

投稿し、学会は投稿された論文を雑誌にまとめて

それを出版、配信し、図書館はそれを収集し、組

織化し、保存し、それから読者である研究者に利用、

提供していくといったサークルが出来上がってい

ました。このサークルの中では、研究者、学会、

図書館、それぞれ何れも金銭的な利益を求めてい

るわけではありませんでした。そうであるが故に、

ギフトの原則に基づくサークルと呼ばれていたわ

けであります。このサークルというのは、２０世

紀半ばすぎに学術論文の数が増え、商業出版社が

学術出版の世界に進出してくるとともに徐々に崩

れていくわけです。今はもうほとんど崩れ去って

いるといっていいでしょう。ですが、インターネ

ットと電子出版という新たな環境の中で、学術コ

ミュニケーションに関わる研究者、それから学会、

図書館、NII、出版社、こういった関係者が協調し

てこのサークルの再生をなんとか目指していかな

ければならないのではないかと思います。 

　　　　　　　　　（おじろ　こういち）　 

　私はSPARC/JAPANの活動にポイントを置いて

紹介します。私どもがこの事業でやっているのは、

日本の学会が発行する英文の雑誌をいかに強くす

るかという話で、何で私どもがこういう活動を始

めたか、ということをご説明したいと思います。

電子ジャーナルの様々な問題が出ていますが、そ

ういう話と日本で発行される英文雑誌を強化する

というのは、それだけを聞くと遠く離れたことの

ように思われるかもしれませんが、日本の学術の

コンテキストの中でいかにSPARCの活動や電子

ジャーナル問題に対するプロジェクトが行われる

ようになったかを理解していただきたいと思って

います。 

 

１）国際学術情報流通基盤整備事業とは 

 1998年頃、電子ジャーナルの問題に対して、

SPARCやオープンアクセス、商業出版社に対する

ボイコット運動など、研究者がもっと学術コミュ

ニケーションに加わろうという動きが出てきまし

た。そこで、文部科学省で審議会のもとにワーキ

ンググループが作られ、そこでの検討、審議のま

とめとしての報告が2002年3月に出ました。その結

基調報告（3） 
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果、国際学術情報流通基盤整備事業（International 

Scholarly Communication Initiative, ISCI）が始ま

りました。このワーキンググループの成果は三つ

あります。一つは国立大学、残念ながら国立大学

だけなのですが、大学図書館に電子ジャーナル購

入のための経費を国が付けたことです。これが大

学の中で電子ジャーナルというものを扱っていく

ことに対するひとつの重要なステップとなったと

思います。二つ目が電子ジャーナルのアーカイブ

が大事ということで、私どもの研究所にコンピュ

ータの経費を付けて、大学図書館のコンソーシア

ムと連携して外国雑誌のアーカイブの維持を始め

たことです。三つ目がSPARC/JAPANと言われて

いる活動を始めたことです。 

　個人的には、図書館は雑誌の価格の高騰によく

耐えてお金を集めて買ってきたと思います。しかし、

これを続けていくのは大変厳しい。多くの図書館

は使われていないタイトルを落とし、トータルと

してはよく読まれる雑誌のタイトルだけが大学に

残って、読まれない雑誌は減ってしまった。しかし、

これだけタイトル数が減っても、研究者はインタ

ーネットなどを駆使し、独自の嗅覚で情報を集め

て研究活動を行ってきた実態があるようです。そ

のへんをうまくコーディネートしながら、新しい

電子ジャーナルの時代にどうもっていくかがこれ

からの課題だろうと私は認識しています。 

 

２）日本の学術コミュニケーションの現状と課題 

　さきほどのワーキンググループにおける日本の

学術雑誌の現状認識は、日本の雑誌の国際的な知

名度が低く、国際的な流通が不十分、電子ジャー

ナル化への対応が未熟、ビジネスモデルが未発達

であるというものでした。私はこのような現状の

背景をこのように考えています。数十年前は日本

の学術を国際的に見た場合、レベルがまだ高くは

なかったのですが、今では十分高くなった。学術

というのは基本的にインターナショナルだという

性質を持っているので、英語を用い、完全にイン

ターナショナルなレベルで勝負を、という考え方

が出てきます。ところが、既に存在していた日本

の英文学術誌は、経済的な基盤の弱さなどの理由

で、電子ジャーナルへの対応が決定的に遅れ、そ

れによって国際的な進出にも遅れをとったのです。

振り返ってみますと、1990年代はエルゼビアもス

キャニングのプロジェクトなどを行っていまして、

90年代後半から電子ジャーナルへの動きが急激に

強まったときに、その商品価値を大きく高めたわ

けですが、日本の学会はそこまで対応する力があ

りませんでした。加えて、日本の学会はビジネス

モデルが未発達で、外国の図書館に契約してもら

うことができずにずっと苦労してきたという状況

がありました。 

　電子ジャーナルというものへ向かう流れのなか

で、日本の英文誌をここで育てるのか、切り捨て

るかと考えたときに、多くのシニアの先生方は、

日本の研究者コミュニティを維持することが研究

レベルを維持することにつながるから、やはり日

本の英文誌を育てるべきだという意見をお持ちで

した。これは確かにそうであって、欧米のように

研究コミュニティがしっかりしていれば、雑誌も

読まれるし、引用もされるというのは自然なこと

です。逆に言いますと、日本の雑誌が弱くなって

しまうと、その辺のイニシアティブをとりにくく

なるということがこの時点での認識でした。そこ

で、日本の英文誌を強化するプロジェクトを開始

することになりました。 

　インパクトファクタを計算しているアメリカの

ＩＳＩ社のデータベースに納められている雑誌論文

のみの統計によると、日本人は世界の論文シェア

の約12％を占めている。これは世界の中の、日本

の研究の位置付けからそんなに悪くない数字だと

思いますが、この12％の内の約80％の論文は外国

の雑誌に載っている。残りの20％が日本の学会の

雑誌に載っている。掲載論文数で言いますと、日

本の雑誌は世界の3.1％しか提供してない。つまり、

研究者としては12％の論文を書いているのに、日

本の学会の出す雑誌には3％しか載っていない。

私どもは海外流出率80％を50％程度に下げること

をひとつの目標として設定しています。 

　日本での雑誌の編集に関してはずいぶん問題が
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あります。編集の電子化への移行、DOI（Document 

object identifier）やCrossRefなどのグローバルな

電子ジャーナル編集のやり方に対応していない、

英語雑誌の編集を行う上での人的な資源が少ない、

公的セクタへの依存体質が非常に高いなどの問題

が挙げられます。日本では現在電子ジャーナルが

217ぐらいあり、83がJ-Stageから、31が学会など

から、103が外国の出版社から提供されています。

逆に言うと、科学研究費などを使って編集してい

る学会の雑誌のお金は全部外国出版社にいってい

るということになります。そのような状況で私ど

もは英語雑誌の強化、電子ジャーナルへの移行に

よる購読の拡大というようなことを狙って活動を

始めました。 

 

３）国際学術情報流通基盤整備事業の活動 

　私どもの活動形態についてご説明します。私ど

もNIIが事務局となって総合的な連絡、調整、企画

を行い、各種支援を学会に対して行います。それ

から、日本国内の大学図書館が電子ジャーナルの

ライセンス契約を結んで購読契約をするという、

普通の電子ジャーナルのかたちにもっていくこと

を目的とした活動も行います。そのときにJSTの

提供しているJ-Stageを使ったり、編集、査読シス

テムを使ったりして、国際水準の電子ジャーナル

を提供していく。これらの三つを組み合わせてや

っています。従来我が国ではこういうことがばら

ばらに行われていたので、それをコーディネート

するということがポイントです。 

　当初の計画では、学会誌の電子化について三つ

のシナリオを考えておりました。一つ目は、電子

化を契機として国際展開を目指すというシナリオ

です。二つ目は、インパクトファクタなどにおい

てすでに実績がある雑誌を電子化する。昨年度選

定した雑誌の大部分は、既に実績のある雑誌でし

た。そして、三つ目のシナリオが、我が国で飛躍

的進展を図る新分野で新しい雑誌を創刊するとい

うものです。これが成功すれば大変痛快なのです

が、成功するかどうかというところで、私どもの

プロジェクトの真価が問われるところです。ここ

で強調しておきたいのは、新しく発行する雑誌と

いうのも視野に入れているということです。 

　SPARC/JAPANの事業はいくつかありますが、

なかでも私どもが一番重要だと思っているのは研

究者に対する調査・啓発活動であります。ある雑

誌の編集理事をされている先生がおっしゃった逸

話なのですが、自分のところの大学院生に論文を

書かせたときに、お前の論文を今度この日本の自

分のやっている英文誌に投稿しないかと言うと、

その大学院生が、一生懸命努力して書いた自信の

ある論文だからアメリカの雑誌に出したい、先生

はどうしてそれを許してくれないのですか、と涙

ながらに訴えた、という事があったそうです。啓

発活動の実態は、そういう学生に対してどうして

日本の雑誌にも投稿するような動機を与えるかと

いうことです。それから国際連携の推進としまして、

アメリカのSPARCとの連携という事業のほかに、

日本の雑誌を外国の機関が買ってくれるようにど

う持っていくかというところが現在の課題です。

また、ビジネスモデルの創出も我々の事業のひと

つです。オープンアクセスにせざるを得ない現在

の状況、つまり、ビジネスモデルが確立していな

い状況を変えようというのが基本です。それから

英文論文誌の国際化支援事業ですが、ここでは人

材不足という一番悩ましい問題を抱えています。

ビジネスの動向が刻々と変わっていく中で、こう

いう仕事をしていく人材が我が国には決定的に欠

けています。これをどうするかということが一番

の問題となっています。 

 

４）活動成果と今後の目標 

　平成15年度は51タイトルの応募があって、その

中から21を選びました。いろいろ活動を進めまし

たが、その成果として大きく三つが挙げられます。

一つ目が生物系のパッケージUniBio Pressを作っ

たこと。動物学会を中心に関係する分野の雑誌を

三つ集めて、今年度もこれを増やしていく方向で

進めています。二つ目が大学図書館との電子ジャ

ーナルの購読契約、これは何回も強調しています

ように、図書館がいい雑誌を買い支えるというと
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ころがポイントですから、購読契約や電子ジャー

ナルの提供が円滑に維持できるようにすることが

重要です。タスクフォースなどとも話し合いをも

って購読契約が拡大しつつありますが、図書館に

おかれましては是非こういう雑誌をご評価いただ

き、購入契約を前向きに考えていただければと思

います。三つ目の成果は数学の雑誌です。我が国

にはずいぶんいい数学の雑誌がありまして、おも

しろいことに大学の紀要というかたちで出されて

いるものが多い。そのような日本の数学や統計の

ジャーナルを、アメリカのSPARCのもとで進め

られているEuclidというプロジェクトの中に入れ

ていきます。これについては今年度も継続的にや

っていくつもりです。 

　今年度の活動ですが、まず分野別あるいは分野

横断のパッケージ作成を進めたいと思っています。

例えば、化学の分野、エンジニアリングの分野と

いった、少し大きなくくりのパッケージを作って

いくことで、学会ともお話ししています。次の課

題はサイトライセンス契約を拡充していくことで

す。それから、電子ジャーナル化の推進ですが、

編集、査読システムが一番重要になってきます。

当然、外国からの投稿もあるわけですから、全部

英語のホームページで論文の投稿を受け付けて、

それが今査読中でどういう状態なのかをトラック

できるようなシステムを作らなければいけません。 

　現在一番頭を悩ませているのは、オープンアク

セスに対して我々がどういうスタンスを取るかと

いうことです。オープンアクセスもビジネスモデ

ルのひとつとして考えておりますが、欧米、アメ

リカのSPARCではかなりオープンアクセスの方に

バイアスをしている。この中で一体どういうかた

ちに落ち着くかは、今のところよく見えていません。 

 

５）大学図書館との連携 

　大学図書館に期待していることを申し上げます。

まず、海外出版社とのやりとりでノウハウが蓄積

されていると思いますので、是非日本の学協会に

対しても前向きに対応していただきたい。それか

ら、研究者への啓蒙活動が一番重要であります。

ますます激しい競争を強いられている研究者をう

まくこの活動の中に取り込んでいくことが重要か

と思います。つまり、引用数で評価するとか、色々

なかたちで研究者が評価されるようになったとき

に、一体どういうかたちで自分の論文執筆活動を

行っていくべきかをもう一度よく考えていただき、

日本の雑誌をどう考えるのかということを再認識

していただきたい。それと、私どもの活動で当初

から意識してきたオープンアクセス、機関レポジ

トリ、アーカイブの三つに対してどういうふうに

取り組んでいくのかということを探っていきたい

と思います。 

　最後になりますが、私どもの所有しているアー

カイブのサーバを用いての情報のナショナルセキュ

リティの維持、学術ポータルの形成、SPARCの活

動など、大きく変化しながら動いている学術情報

の基盤整備を図書館と協力して進めていきたいと

思っておりますので、今後ともご協力いただけれ

ばと思います。 

（あだち　じゅん） 
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大  西  有  三  

大学における学術情報資源の整備の進め方  
―京都大学の場合― 

パネル討議（第１部） 

　パネル討論・第１部のテーマは「大学における

学術情報資源整備の進め方－京都大学の場合－」

ということで、京都大学を例にとって学術情報資

源整備の進め方に関する種々の課題等について

ディスカッションを行います。 

　まず、私からは京都大学が抱える問題点の整理

ということで話します。 

　京都大学内でもまた社会一般とそう変わらず、

近年急速な情報化や組織の変化が起こっていま

す。またそれに伴った資料の種類・利用形態にも

変化が起こっていますが、なかなか対応しきれて

いないのが現状です。 

　例えば、電子ジャーナルと紙雑誌の折り合いを

どうしていくのかということですが、まだ良い答

えが見つかったというわけではありません。これ

まで、重複している外国雑誌をどういう風に減ら

していくかという過程で、京大独特の色々な調整

方法を考えてきていますが、従来行われてきた方

法がうまく立ち行かない状況が出てきています。

今年度から国立大学法人化に伴い予算配分の形態

が大幅に変化して、どういう形で図書館に、ある

いは図書、電子ジャーナルの資金を配分していく

かというところで問題が生じています。 

　そのほか、電子ジャーナルあるいは電子媒体系

の問題として不正使用があります。特に電子ジャー

ナルの大量ダウンロードが頻繁に発生しており大

きな問題となっています。こういった問題に、大

学としてあるいは図書館として、いかに対処して

いったら良いのか。この辺は、導入を検討してい

る、あるいはセキュリティを検討している部局等

も一緒に対応策を考えていかなければなりません。

その辺の議論もまだ、進行途中という状況です。 

　ところで、京都大学の資料と予算はといいます

と、蔵書は、２００４年の４月現在で約６００万冊と

いう非常に多くの資料が集積されています。その

中には、基本的な図書、古典籍、大型コレクショ

ン等特殊なコレクション、学術雑誌、及び電子的

な情報資源も含まれています。一方、図書関連費

用は、附属図書館で年間約１億５千万円、京都大

学全体では１２億６千万円となっています。なか

でも一括契約の外国雑誌は現在３，４００タイトル、

支払い総額は6億円以上となっています。こう

いった中、外国雑誌の重複調整が行われてお

り、大学全体で購入する紙媒体の雑誌は原則

１部とし、重複分をできるだけ中止して、浮いた

費用を電子ジャーナル整備に充てるという方式が

採られてきました。 

　京都大学では、電子ジャーナルの導入が１９９８

年にエルゼビアSD２１の試行的導入からスタート

しましたが、１９９９年から２００１年にかけてインター

ネット版電子ジャーナルの試験提供プログラムに

乗り、利用を本格化させています。国立大学図書

館協議会の電子ジャーナルタスクフォースの発足

とともに、全国的展開や連携により学内の利用者

ニーズにも応えつつ導入を進めてきました。２００１

年の電子ジャーナル経費が５６０万円程度であった

のが、２００２年にはタイトル数が大幅に増え、か

つ経費も１，８９０万円と大きく増加しました。２００３

年にはさらに進んで、個別の電子ジャーナルだけ

ではなく、主要１８社の電子ジャーナルを全学利

用のための継続的導入に切り替えたため、経費は

３，５２９万円に増え、全体では約７，５００タイトルと

基 調 報 告  

京都大学大学院工学研究科教授 
京都大学図書館協議会第一特別委員会（情報資源）委員長 

―１６―  



なりました。さらに２００４年には、全学利用のた

めの継続的導入分が２０種類５，５００タイトルに増え、

経費は約５，７００万円となって数年前の１０倍以上に

膨らみ、全体では約８，８００タイトルとなりました。

タイトル数が増えることに対しては利便性が増す

わけですから良いですが、増え続ける経費をどう

負担するかというところでいろいろと課題が出て

きています。 

　つぎに、電子ジャーナル導入から現在にいたる

までの京都大学における検討体制・経過について

説明しますと、電子ジャーナルの導入と平行して、

平成１１年には附属図書館商議会のもとに「電子

図書館専門委員会」及び「選書分担商議員会議」

が設立され、外国雑誌の学内重複購入を見直すと

ともに、電子ジャーナルの共同利用を促進する必

要性が認識されました。これを受けて平成１２年に

商議会のもとに「外国雑誌問題検討専門委員会」

が設置され、外国雑誌の重複調整および電子ジャー

ナル導入拡大の具体化をはかる答申が出されまし

た。つぎに、データベースについても同様の方式

を採るかどうか検討が進められることになり、平

成１４年度には商議会のもとに「外国雑誌等に関す

る専門委員会」が設立され、データベース整備に

ついて全学的にどのように考えていくかを検討し

た答申が出ています。 

　平成16年度には国立大学法人化に伴い図書館商

議会が図書館協議会に改組され、そのもとに「情

報資源特別委員会」が設立されました。情報資源

特別委員会では、平成１１年度から検討されてきた

内容の再検討からスタートし、電子ジャーナル、

データベースおよび一般的な情報資源に対する考

え方をどのようにすれば良いか、また、学術情報

資源の整備を総合的に推進するためにはどのよう

にすればいいかを検討している最中です。今年度

は特に、国立大学法人に移行したため予算措置が

難しくなってきた状況があり、その中でこういっ

た全学利用の電子ジャーナルやデータベースの費

用分担について、どういう形で理解を得るか議論

を進めています。 

　現在は、電子ジャーナルの全学的位置付けが曖

昧といいますか、特に負担金の問題等でいろいろ

齟齬が出ています。部局間の考え方の違いや不一

致点が議論を進める中でいろいろ見えてきて、こ

のあたりの解決策が検討課題となっています。ま

た、情報資源整備という観点から考えると、電子

ジャーナルだけではなく、データベース、大型コ

レクション、遡及入力などもすべて含まれるので

はないかという意見も出ています。学部の経費負

担の問題、あるいは公平性についての考えをある

程度包含した形で情報資源整備を進めないと、電

子ジャーナルの全学的利用というところまでたど

り着くのは困難であり、それらを勘案した上で電

子ジャーナルの位置付けについての意思統一を全

学的にやらなければならない、という話になって

います。本日ここでシンポジウムを行っておりま

すのも、皆さま方のご意見をお聞きしながら、そ

の一環としてこういった考え方の普及に努めよう

ということがあります。 

　京都大学における電子ジャーナル経費は、図書

館関係では、2004年度の総経費は５，７１６万７千円

です。このうち、外国雑誌調整費として、紙雑誌

を中止して浮いた経費の一部分を電子ジャーナル

に廻しているものが２，５００万円程度あり、さらに、

昨年度までは文部科学省から電子ジャーナル導入

経費として１，３００万円程が付きました。しかし、

これらを合わせても必要経費には至りません。そ

こで、この不足分をどうするかということで、教

育研究基盤校費割という案が出ました。これは、

それぞれの部局で負担をしていただこうというこ

とです。この割り振り金額については各部局の意

見をふまえて委員会で議論を進めている途中です。 

　一方、データベースについては、もともと全学

利用に近い部分があり、経費は当初導入した部局

が負担しているものを、全学共通負担とすること

について合意が取れており、スムーズに金額がカ

バーできる形になっています。ただし、これから

さらにデータベースの内容等が変わってきたり追

加したりということになると、予想される新たな

負担を今後どういう形でカバーしていくかが、電

子ジャーナル同様、大きな課題になってくるので
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京都大学附属図書館長   　佐 々 木  丞 平 

図書館協議会ができるまで 

 

はないかと思われます。 

　さて、以上のように、京都大学における電子ジャー

ナル経費は、外国雑誌調整費によるもの、全学共

通経費を要望していただくもの、各部局からある

程度の割合でお金を拠出してもらうもの、その他、

文部科学省からの導入経費によるもの等をあわせ

て確保していかなければならないのが現状です。

これがうまくいくかどうかはなかなか最初から分

かりませんが、この辺りをどう考えて全学的な基

盤整備へと結び付けていくかが重要な論点になる

と思います。更に、電子媒体（電子ジャーナルや

データベース）で提供されると、利便性が非常に

上がった反面、利用者が不特定多数になり、選定

についても各部局の判断だけではなく全学的な調

整が必要です。この辺りを考慮したうえで、各部

局の経費負担を最終的にどのように調整すべきか

ということが、今後もっとも大きな課題になると

思います。 

（おおにし　ゆうぞう）　 

 

　先程来、大西先生の方から、お話の中で、例え

ば附属図書館商議会、あるいは附属図書館協議会、

あるいは政策委員会など色々な名称が出てまいり

ました。私は、京都大学の附属図書館を中心にし

た組織の概略をお話して、旧来はどういう組織だ

ったか、今はどういう組織になっているか、につ

いて少しご理解いただいてご議論・ご討議いただ

くのがいいのかなと思っております。 

　先ず、先ほど商議会のお話がでましたが、４月

１日の法人化になる前は、商議会というものがあ

りました。各学部・研究科から、学部・研究科長、

それから図書委員それぞれ２名ずつ、それから１２

～１３あった研究所から、その代表の所長に出て

いただく、かなり大所帯の会議でした。こういう

商議会が、附属図書館の下に存在していて、商議

会の下に、先程来話が少し出ています図書館政策

委員会や、電子ジャーナルの事で直接この問題に

関わって頂きました外国雑誌等に関する専門委員

会、こういう委員会があったわけです。 

　京都大学には附属図書館、宇治分館、そして各

研究科・学部、研究所のそれぞれ図書館・図書室

など合わせて約５０余りの図書館があります。し

かし、少なくとも３～４年前までは、商議会その

ものの議論の内容の殆どはこの附属図書館をどう

するかという事であったわけです。 

　これは国立大学の幾つかの大学がその方式を採

っていると思いますが、やはり大学というのは、

部局の自治が優先する、部局の自治の下に運営さ

れる、そういう基本的な考え方があります。京都

大学でも、図書の問題においても部局の図書館・

図書室の自治が優先するのだという考え方である

わけです。これはちょっとどぎつい言い方になる

かもしれませんが、部局の図書館・図書室の問題

に附属図書館が余り首を突っ込んでくるなという

風な雰囲気もあった事は事実です。 

　しかし今日の主要なテーマである電子ジャーナ

ルというものが登場し、それぞれの部局固有の問

題としては対処しきれないという事になりました。

この問題をきっかけとして、３年程前に、各部局

で共通する問題があれば、それは商議会で議論し

ようということがやっと合意が得られました。そ

して実際商議会で全学共通の課題の討議､検討と

いう事がかなりクローズアップされるようになっ

たのが、私の認識としては１年前くらいからです。 

　しかし商議会で問題を是非解決しましょうとい

う形でコンセンサスが得られても、それは附属図
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書館商議会の要望書という形でしか大学に提出で

きず、直ちに部局長会議で実質議論されるという

ことはなかった。要望書ですから何ら権限がなく、

単に要望を強く言っても、おそらく部局長会議で

殆ど取り上げられないと言えば問題がありますが、

何ら有効な効果をもつものとして機能してこなか

ったわけです。　 

　そういう時にだんだんと法人化の問題が慌しく

なってきました。法人化、４月１日の施行に際し

て、図書館問題もどうするのかということで色々

議論があったわけですが、何せこの図書館という

のは教員の定員を持っていない、学生も勿論もっ

ていないという事で､他の部局の様々な法人化に

移行する際の議論にはそぐわないという事で、ち

ょっと置いてきぼりをくらうという所もありまし

た。これは図書館だけではなくて、中には研究所の

ある部分、それから研究所よりも更に規模の小さい

センターも具体的な議論というのがなかなか進まな

かった。 

　そこで大学の基盤になるような組織をどう考え

るかという事を全学的に､この法人化に向けて考

えようということで、議論が始まったわけです。

その中でも､図書館は、やはりこれはちょっと異

質だという事で、そういう全学の基盤、機構とい

うものを検討するワーキンググループの中で図書

館は別に議論しようという事になり、次のステッ

プに入っていったわけです。 

　そういう状態で、商議会の下にある政策委員会

で議論を致しました。この政策委員会が立ち上が

ったのは、商議会からこの４月に協議会に移ると

いう、ある意味ではギリギリの線です。全学的な

事の何が問題なのかという事を整理して､次のス

テップの協議会に渡す案というか骨子を整理しよ

うという事で、政策委員会で議論されたわけであ

ります。政策委員会の中で、蔵書の整備等の方策

を検討する委員会、これは図書第２ワーキンググ

ループと我々は呼んでいたわけですが、そこで今

後全学的な立場から検討すべき課題として約７つ

程整理をして議論をしてもらったわけです。 

　１つは収蔵スペースを先ず確保するという事が、

やはり今後も大きな問題として残る。それから、

重複資料の調整。これは先程､大西先生のお話に

ありました外国雑誌の重複調整などもそうですが、

その重複資料の調整をやっていくという事、これ

も大きな２つ目の柱になります。それから遡及入

力ですね、これはものすごく遅れていまして、こ

れも促進するという事が大きな課題であります。

それから学位論文の管理・活用等をどうするか、

高額図書をどうするか、寄贈図書をどうするか、

こういう幾つかの大きな柱を設けて、これを今後

全学的な立場から議論してほしいという事を、次

の新しい組織が出発する際、一種の申し送り事項

として整理していただいたわけです。 

　一方､先程申しました全学的な支援機構をどう

するかということを検討するワーキンググループ

の中に、図書館だけを検討するワーキンググルー

プを立ち上げる必要があるという事が､部局長会

議で提案されまして、昨年の１１月だったと思い

ますが、部局長会議の下で全学的な立場から図書

館を考える、そういう図書館検討ワーキンググル

ープというものが、今日最初にご挨拶して頂きま

した金田理事（当時副学長）を主査として立ち上

がったわけです。　　　 

　結局はその中の結論は、京都大学の附属図書館

は、従来調整された分散方式という言い方で、ず

っとやってきたけれども、結局は調整という事が

機能していなかった。調整が機能せずに、むしろ

分散という所に重心がおかれ過ぎてきた。だから

今後はそういうことばかりではすまないので､学

内の図書館群、先程の部局の図書室も含めたそう

いう図書館群の活動を調整して、効果的に教育・

研究の支援ができる、そういう機能を強化すべき

であるという事で、この図書館協議会というもの

が出来上がったわけであります。 

　先程申し上げました検討ワーキンググループの

提言は、全学的な図書館機能を連携した形で、京

都大学の図書館機構を作るという提言であります。

この機構というのは、附属図書館､分館も勿論で

すが、各研究科・学部､研究所、それから、更には、

新しい研究科、研究所等というのは、必ずしも図

―１９―  



京都大学大学院文学研究科教授   　中  務  哲  郎  

電子ジャーナル時代の文献検索 

書室が整備されているわけではありませんので、

それらをも含んだ機構、図書館群として、お互い

に手を取り合って全学的な問題を考えていく、そ

ういう機構を作ろうという事になり、その機構の

審議機関としてこの協議会というのが立ち上がり

ました。検討ワーキンググループの報告による提

言に従い、機構を立ち上げるという事は､部局長

会議で既に承認をされておりますが、具体的な規

定をどうするかという事で､今議論をしておりま

して、まだ実質的には機構そのものは立ち上がっ

てませんが、この協議会の方は既に立ち上がって

こうして機能しているという事です。以上が京都

大学の組織の現状の説明でありますが、こういう

ことを通しまして､私自身がやはり痛切に感じま

すのは、こういう総合大学の図書館は、電子媒体

を中心にした電子図書館機能と従来型の冊子体の

図書館機能をよいバランスで保ち､よい形でのハ

イブリッド型図書館というのを目指すべきだとい

う事が１つです。 

　それから部局のそれぞれの図書館・図書室の自

治を尊重するという事は大前提ですが、やはり学

術情報のインフラというものをどうしても考えな

くてはいけない。ですから京都大学が総合大学と

して、良い形で機能するためには、インフラとい

う一番基本的なものがちゃんと整備されていなけ

ればならず、その学術情報インフラの大きな柱の

１つが間違いなく電子ジャーナルだと思うわけで

す。それと同時に、電子ジャーナルと対極にあり

ます図書館としての図書空間、建物を含めた環境

を一方ではきちんと整備していかなくてはいけな

い。この２つのバランスが整ってはじめて、良い

学術情報基盤ができると思います。 

　（ささき　じょうへい）　 

　本日のシンポジウムのテーマの副題は、「電子

ジャーナル時代の学術コミュニケーションの変革」

ということで、今は電子ジャーナルの時代だそう

ですけれども、その流れから見ますと私はちょっ

と浦島太郎みたいな話を今日はさせていただくこ

とになろうかと思います。 

　京都大学の蔵書は５９０万冊を擁するということ

ですけれども、文学部はそのうち９０万冊の図書を

かかえています。雑誌も当然文学部は多くて、９４０

タイトルほどを購入しております。それにかかる

年間予算が１８００万円くらい、それに対して一般

の図書予算は８，０００万円ですから、文学部は雑誌

よりも本、図書に依拠する研究がはるかに大きい

ということが言えると思います。そこでこれだけ

の文献資料、情報資源をどのように有効利用する

のかという、その方面のことを少しお話しさせて

いただきたいと思います。 

　膨大な文献を分類整理して利用者に容易にアク

セスしてもらう、というような思想は実は随分古

くから興っておりまして、紀元前４世紀のアレク

サンドリアの図書館に多分起源をもつのではない

かと思います。それを遡れば、アリストテレスの

図書館であるとかオリエントの官僚制の下にある

文書館などのシステムがあるでしょうけれども、

現在研究されて分かっているのは、やはりアレク

サンドリアの図書館のシステムではないかと思わ

れます。アレクサンダー大王の帝国が分裂した後、

エジプトにプトレマイオス王朝が興りますが、そ

のプトレマイオス１世がアレクサンドリアにムー

セイオンという、「ミューズの神様の下にある学

問所」というようなミュージアムを設置しまして、

それの附置施設として大きな図書館を造りました。

王宮内図書館には蔵書４９万巻、王宮外図書館に

は蔵書４万巻以上と言われる、当時の世界のあり
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とあらゆる文献を集めました。そして詩人として

有名なカリマコスを図書館の蔵書整理に迎え入れ

て、カリマコスの発想で「パーサ・パイデイア」

として、全ての教養を集めるという目的の下に図

書整理を行います。カリマコスは後世詩人として

有名ですけれども、８００巻に及ぶ彼自身の著作の

うちの１２０巻がこの図書整理の目録として成し遂

げられたものであります。その目録１２０巻は『ピ

ナケス』というタイトルで、これは字を書く板、

すなわち書板というような意味ですけれども、「全

ての学問分野における輝かしい人たちとその著作」

というその副題が内容を表しています。カリマコ

スはそこで修辞学、法律、叙事詩、抒情詩、それ

から演劇、哲学、医学、こういったジャンルによ

る分類を立て、更にそのジャンルごとに著者のア

ルファベットで並べ、その著者に簡単な伝記を付

けます。そしてその下に今度は作品リストを並べ

て、作品の冒頭の1行と作品の行数を記す、そう

いう書誌的な操作を施してよそから来た人もすぐ

にその作品にアプローチできるようなシステムを

考案した、という風に考えられています。私は中

国とか日本の古い書物庫の分類システムを知りま

せんけれども、今言ったカリマコスのこのシステ

ムは大なり小なり西洋の図書館の分類体系の源流

になっていると思われます。 

　当然、我々の京都大学の図書分類もそれと似た

ところを持っているのですけれども、最近あまり

にも図書の数が膨大になりすぎたということで、

検索の重要性が高まり、検索の質がかなり変わっ

てきたと思います。そこで先ほどからも図書館の

在り方の問題の一つとして言われている遡及入力

ということが起こって来るわけです。従来はカー

ド目録でずっと図書を利用してきましたけれど

も、文学部の場合は１９８７年頃からオンライン入

力による目録を作るようにしまして、７、８年の間

はカードとオンラインとの並存がありましたので、

利用者としては一番便利な時代だったのですが、

１９９５年ごろからはカードレスの時代になり、学

生も教員も家からでもどこからでも京都大学の図

書館の目録にアプローチできるようになりました。

最近では全国どこの大学の図書館でも覗けるよう

になりましたので非常に便利なのですが、一方で

カードレスということになりましたものですから、

古い図書の遡及入力がますます急がれるという状

況が出てまいりました。附属図書館ではただ今４

７パーセントほどの遡及入力が完了していると聞

いていますが、文学部ではまだ３０パーセントま

でしか行っていません。それで文学部では現在年

間２万冊の本が増えていきますので、その２万冊

に関しては買って受け入れた時点で入力が完了し

ますが、それとは別に古い本の入力をしていかな

ければなりません。仮に１年１万冊のペースで行

きますとあと６０年かかるということになりまして、

これではとても役に立ちません。アルバイトを８

人雇って１０年かけてやればなんとか完了すると

言われていますが、そのためにはおそらく１億円

くらいがいるであろうという試算がなされていま

す。ありとあらゆる資金の調達先を見つけては図

書館の方は努力して遡及入力をやってくださって

います。 

　それからオンライン検索の問題ですが、これは

ちょっと突拍子もないような名前を付けさせてい

ただきますと、「ロマンチシズムの喪失」という

ようなことがあるのではないかと思います。例え

ば１９４８年以前の図書館の洋書目録のカードを見

ますと、黒いペンで細い字で図書カードを書いて

おられるのです。見るだけで美術品のような感じ

で非常に美しい図書目録があります。それがタイ

プに変わり、今度はもう画面上でしかないという

ちょっと寂しい状況があります。それから古い図

書カードを見てみますと、各作家の前に何年から

何年まで生きてドイツロマン主義を代表する作家

でこうこうこういった作品がある、というような

カード１枚位の略歴が書いてあることがあります。

それは初めに申しました紀元前３世紀のカリマコ

スの採ったやり方と同じで、こんなところにも連

綿たる伝統のようなものが味わえてなかなか捨て

がたいものがあったのです。それからカード検索

の場合は目的のカードに到達するまでに前後の道

草、寄り道が非常に楽しみでありました。ところ
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京都大学大学院情報学研究科教授   　田  中  克  己  

大学における学術情報基盤：情報分野の立場から 

がオンライン検索でしたら全国どこからでもアプ

ローチできるけれども、ピンポイントで検索がで

きるために道草が喰えなくなってしまったという

寂しさがあります。たとえばゲーテに『イタリア

紀行』という名作がありますが、ゲーテは３７歳

の時にほとんど誰にも告げずにカールスバートの

滞在先から馬車に飛び乗ってイタリアへ向かいま

す。若い頃からのあこがれの地へ向かいます。そ

の間に見聞きしたこと、それから考えたことを書

き綴ったのが『イタリア紀行』ですけれども、あ

れは駅馬車のスピードでの旅行だからああいうも

のができるのであって、ドイツからローマまで飛

行機で飛んだらああいうものはできません。我々

は文学部の中でも特に後ろ向きのことをやってい

るからかも分かりませんが、ああいう馬車のスピー

ドというのが文献検索にも必要ではないかと私は

思うのです。ですから、オンライン検索にとって

は難しいことかもしれませんが、注文させていた

だけるとしましたら、ネットの海に溺れるという

ようなことがよく言われますが、ネットの海に溺

れはせず、しかも意味のある道草を喰えるような、

そういったオンライン検索のシステムがソフトの

面で考えられないかなと思うのです。我々の場合

は一応、紙媒体で育ってまいりましたので、これ

からオンラインシステムに移行しても両方の形を

知っているわけですけれども、これから来る若い

学生諸君は初めからオンラインだけですから、そ

ういった紙媒体の道草の楽しみを味わうことがあ

りません。その辺を補償できるような、そんなも

のは要らないことかもしれない私だけの郷愁かも

分かりませんが、そういうことも味わえるような、

そういったオンライシステムというのが考えられ

ればいいなと思っているわけです。本日の電子ジ

ャーナルの話にはほとんど関係ないような話にな

りましたけれども、文学部の一研究者としてはそ

ういうことを考えております。 

（なかつかさ　てつろう）　 

 

　情報学研究科の田中です。私は学術情報基盤

に対する理系の中の、情報分野の研究者の立場

からということと、もう一点は今日のメインの

テーマである、大学における基盤的・共通的で

本質的な学術資源とは何なのだろうかという観

点から話をしたいと思います。 

　まず研究者の立場から申し上げます。急速な

情報化ということで研究室の立場からいきますと、

従来は研究室に置く紙による学術雑誌の購入を、

少し前からですけどもいっさいやめています。

まったく不要であるということです。つまり、

研究活動をしていく上での主要な学術雑誌とい

うのはフルアクセスのデジタルライブラリで十

分です。情報の分野ではACM、IEEEという学会

のデジタルライブラリが完備しています。年間の

学会費とフルアクセスのデジタルライブラリアク

セスコストを入れて個人で約200ドルです。そう

いうサービスになっていますので完全に紙媒体は

廃止というような方向に来ています。会費を払い

ますと自動で送られてくる紙の学会誌があります。

もう置き場所に困って、整理もしないような状況

です。また、これらのフルアクセスのデジタルラ

イブラリが非常に重要なのは、これらが、学会の

学会誌や学術論文誌・ジャーナルだけをカバーし

ているのではないという点です。学会にはその学

会で主催される国際会議であるとか、シンポジウ

ムなどが多数ありますが、これらの会議論文集な

どのコンテンツもフルアクセス可能となっていま
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す。これを含んで、学会費とフルアクセスのデジ

タルライブラリコストをあわせて２００ドルであ

れば、これはもうこちらの方がいいであろうと十

分判断できます。また、最近特にカラープリンタ

が高品質低価格なので、フルアクセスデジタルラ

イブラリが良い点の一つはカラーであることです。

自宅でも大学でも、非常に高品質のカラープリン

タが安くなりましたので、カラー資料をカラーコ

ピーで取るために図書館に行くという感覚はもう

全くないわけです。また、このようなデジタルラ

イブラリの存在は、研究室の研究ミーティングの

やり方も変えつつあります。たとえば１～２時間

研究室で研究ミーティングをしている、その時間

中にデジタルライブラリにアクセスして書誌情報

ではなくコンテンツそのものをとりだして、それ

を直接学生に読むように指示をつけてメール転送

するということをリアルタイムでやっています。

非常に便利になったわけですが、一方で図書館と

いう組織を、一種のサービス機構であるとみなし

た時に、我々は今後、図書館というところにどう

いうサービスを期待すればいいのかを考えてしま

います。論文検索はサーチエンジンでやればほと

んどすんでしまいますし、実は自分自身の論文の

アーカイブとか論文のリストを作ってくれる組織

もあり、そこを見る方が自分で論文リストを作る

よりちゃんとしたものができあがっていたりする

わけです。それから自己評価のために自分の論文

がどの程度引用されているかというのも、今は

Webで、私どもの分野はかなりの精度でアクセ

スできますので、そうすると図書館に今後何の

サービスをお願いすればいいのかなというのがあ

ります。次に、組織論ということで、図書館とい

う組織のありかたという話ですが、大学にとって

基盤的な学術情報資源というのは一体なんなのだ

ろうか、というお話しになってくると思います。

その際に、例えば電子ジャーナルであるとか、高

額の図書であるとか、学位論文程度までは議論が

あるわけですが、今後、大学はもっと色んな種類

の基盤的な学術情報資源が出てくると思います。

それは電子化された講義コンテンツであるとか、

それから知財に関わるようなコンテンツもこれか

ら出てくるわけで、そうすると、そういうものま

で含めたものに対応する部局というのがありえる

のかという話になるかと思います。それからもう

一点はやはり中央にそういう集中的な対応部局を

用意するのか、それとも専攻部局、研究室、ひい

ては個人でどうバランスをとって対応するのかと

いう問題が大きいと思います。また、予算に関し

ても、たとえば法人化がもたらしたグッドニュー

スということであれば、運営交付金が、今年度か

らずいぶん従来の費目が変わりまして使いやすく

なっています。ですから、極端な場合、全て運営

交付金の物件費を図書購入にあててもいいという

わけで、それは本当ある意味でグッドニュースな

のかもしれません。それからもう一点はやはり外

部資金に関する間接経費です。使途の制限とかも

あるようですが、これをこういう全学の学術情報

資源というところにどういうかたちで使っていく

かということが、非常に大事なポイントではない

かと思っています。 

　次に、日本発の学術論文誌を電子ジャーナルで

きちんとやらなければいけないという議論につい

てです。ただ、これに対しては、理工系でも分野

によって随分、温度差があります。電気系の分野

というのはわが国の技術というのを日本発の電子

ジャーナルできちんとやろうという傾向がきわめ

て強いのですが、実は情報系の分野はあまりそう

いう感覚はありません。なぜかと言いますと、情

報分野では、日本の学会が英文論文誌というのを

ずいぶん過去にもやりましたが、残念ながら、こ

とごとく失敗をしており、サーキュレーションが

極めて低いのです。海外にまったくサーキュレイ

トしていかないのです。ビジネスモデルの失敗だ

と思います。やはり研究者というのは定評のある

評価の高い学術論文誌に投稿するわけで、そこと

のジレンマが大きな問題だと思うのです。 

　研究者の立場からもう一点申し上げたいのは、

全学共通的な大学の学術情報基盤のあり方です。

大学の基盤的学術情報資源で、基盤的というのは

全学共通的にサポートすべきものであると言う意
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味であえて基盤的という言葉を使っております。

今日は図書館を中心とした基盤的な学術情報資源

ということで、京大の中で、電子ジャーナル、デー

タベース、大型コレクション、遡及入力、こうい

うものをやはり総括的に包括的に基盤的なものと

して位置付けるべきであるという議論が出てきて

おります。これに対して、個々の負担論を申しま

すと色んな議論が出てくるわけです。私どもの部

局は、電子ジャーナルは使わないが大型コレクショ

ンは少しあるとか、遡及入力の必要な図書はたく

さんあるのだけども電子ジャーナルは全く使わな

いといったような議論です。これも分野によって

ずいぶん差があるわけですけれども、やはりそれ

を個々の都合で言うのではなくて全体として、た

とえばこちらではこれは余り使わないけれどこち

らは使うのだというふうな、重み付けを含めて包

括的にこれを基盤的なものだという位置付けをし

ないといけないのではないかと思います。 

　もう一点は、先程申し上げましたように、これ

まであまり議論されていない新しい基盤的な学術

情報資源です。たとえば講義コンテンツとか電子

ブックというのがこれから出て来るわけで、昨今

ではもうご承知のとおり、講義のコンテンツは非

常に高品質なものは別として、簡単に実は作成が

できます。たとえばパワーポイントを使って知財

に関する講演をしていただき、講演が終わった瞬

間に、パワーポイント資料と講師の映像・音声が

同期した形の講義コンテンツができあがります。

そういうツールはもうたくさん出ています。そう

すると後はこれの著作権管理であるとか編集とい

うことになりますが、こういうコンテンツは一体

どこが責任をもって大学の中で扱うのでしょうか。

講義の電子コンテンツ問題がこれから非常に重要

になってくるのではないかと思います。特にこう

いう講義の電子コンテンツを学外に発信するとい

う話しが出て来ますと、これは大学の経営に関わ

るような非常に貴重な学術情報資源になります。

さらに、元々がデジタルであるコンテンツという

のも大学にはたくさんあります。これも非常に大

きな問題だと思っていますけれども、京都大学と

して公開をしている、たとえばウェブのページの

アーカイブ、こういうもののアーカイブは一体誰

が責任を持って維持管理するのでしょうか。ここ

まで基盤的情報資源の範囲を広げますとこれは図

書館という現状の組織の枠をはるかに越えてしま

うわけで、そうすると組織論というのは非常にこれ

から大事な話になってくるだろうと考えています。 

　宣伝をする訳でもございませんが、京都大学の

図書館は、机の上に京都大学というキャッチフ

レーズで電子図書館を開発されてきております。

これは数年前になるとお聞きしておりますけれど

も、貴重資料であるとか電子テキストであるとか

学位論文論題一覧といった、自前のコンテンツを

作るということをやってきました。私が好きで良

く見ておりますのは、たまたまですが今年は新撰

組なので、当時の非常に貴重な画像とか資料を見

ております。 

　大学の基盤的な学術情報資源というのは一体何

なのだろうかということをやはり今もう一度、そ

こから議論をしないと、この広がりに対して図書

館だけで対処できるのかという話も含めて、近々

の問題になっているのではないかという問題意識

を持っています。 

（たなか　かつみ）　 

 

―２４―  



パネル討議（第２部） 

日本動物学会事務局長　　永  井  裕  子  

学術コミュニケーションの変革への関わり ―研究者、学会、出版社― 

UniBio Pressの目指すものは何か 

　ご紹介いただきました永井です。私たちに与え

られたテーマは学術コミュニケーションの変革へ

の関わりということですが、変革を起こすのは私

たちなのか、それともまったく外から違う形で変

革ということが起きてしまっているのか、さまざ

まな側面というものがあるのだろうと思います。

ここではっきり認識しなくてはいけないのは、決

して商業出版を何とかしようという話ではなく、

学術コミュニケーションが、ある時から商業出版

による主導になってしまい、そのことで学術情報

がなかなか手に入れられないほど高くなってしま

ったという状況を理解することだと思います。こ

れから私が話すことは、なぜ学協会のジャーナル

を最終的に私たちが売らなければいけないかとい

う話です。ただし、やはり学問分野においてかな

り相違があります。これからの話は日本の生物系

に限っての話と思ってください。 

　戦後からずっと、今の文部科学省は日本の学協

会誌を支援しようということで印刷出版補助金と

いうお金を投資しつづけています｡これは図書館

の人にはあまりなじみのない話かもしれませんが、

この科研費は右上がりの曲線でずっと来ています。

このことが、SPARCという仕事をしていて、な

かなか悩ましい話なのです。日本の雑誌は電子

ジャーナル化が遅れていると言われながら、J－

stageという存在によって、学協会は望めば投資

なしに電子ジャーナルを出せるという、大変すば

らしい状況が、日本では展開しています。生物系

の学協会のパッケージを作って、それを日本から

発信して、海外図書館、勿論国内図書館も含めて

ですが、買ってもらおうとしています。しかし、

日本の学会誌を買うという意識が、国内の図書館

のなかになかったと言うよりも、むしろ学会がそ

ういった働きをまったくしなかった。それは、印

刷出版補助金という存在があり、自分たちがお金

を生み出さなくても、雑誌を出せるという夢みた

いな状況が日本にはあるからなのです。すくなく

とも私が事務局長をしています日本動物学会は年

間一千万円前後の印刷出版費、今年に限っては

１５１０万円を国から頂いています。それが国から

の評価だと思えば、確かにそうですが、そこから

離脱したいというのが、動物学会の考えです。学

会が自立的であるというのが、どういう意味を言

うのか、ということがこのUniBio Pressという

電子ジャーナルパッケージを作ってから、ずっと

私のなかでは命題としてあります。国からの補助

を受けることが悪いというのではありませんが、

学協会の自立意識は育てられなかったことは確か

です。 

　SPARC/JAPANの中で、去年応募し、採択し

ていただいた三つの生物系学協会で自主的なパッ

ケージを作りました。大事なことは、自主的とい

う意味です。商業出版社と一緒に電子ジャーナル

の説明会に出るようなことも、この仕事をするよ

うになってからありましたが、いったいどこの学

会がどういう雑誌を入れていて、それが何なのか

ということが全く、商業出版社の説明では見えま

せん。千タイトル以上入っているパッケージの一

つ一つを説明するということはあり得ないわけで、

商業出版社が学術誌を売ることと、学協会が自ら

雑誌を売るというのは根本的に違うものだと思っ

ています。ここで皆さんにご理解いただきたいの

は、学協会が自ら自分たちの雑誌を売るというこ

とに大変意味があるのだということです。それぞ
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れの学協会が、それぞれの学協会員がいる中、異

なる考え方を持ちながらも、自分たちの雑誌を売

るのだという意志を持つことが大事なのです。そ

こに何があるのかというと、学会そのものこそが

学術情報の担い手であるという認識です。

SPARCの思想から言えば、これにつながるのが、

図書館員であり、研究者であると思います。研究

者の賛同がなければ、日本ではなかなかこの学術

コミュニケーションを変革していくのは難しいこ

とだと思います。日本動物学会は１1５年、面々

と続いている学会で、Zoological Scienceは前

掲誌を含むと１１５年の歴史を持っています。ヨー

ロッパでは大変人気があり、Z o o l o g i c a l  

Scienceを買いたいという海外購読館は多い。し

かし、最終的になぜ海外出版社に行かなかったか

というと、それはさきほどの科学研究費との関わ

りです｡国から補助を受けながら、海外出版社に

渡してしまうということが、どうしても納得でき

なかったということが本当の気持ちです。もう一

つは、私たち自身が何も努力をしていない。どう

しようかという意識もない。つまり、多くの学協

会のように、来年また科学研究費補助金がくれば

雑誌が出せる。会費を足してですけれども、出版

できるという状況のなかでは、ほとんど何も考え

なくても良いのです。では海外出版社に行って、

私たちは本当の意味でのZoological Scienceと

いう存在を出せるのかというのが、私が十年前か

ら思っていたもうひとつのことです。現在、

Unibio Pressは、IPアドレスによるアクセス認証、

同時アクセス数は無制限で提供しております。エ

ンバーゴ（embargo）の問題もあり、契約終了後

のアクセス保証などのさまざまなシステムを我々

もこれから作っていかなければいけないと思いま

す。 

　大事なことは、学協会が自立をするお金と図書

館が思っている値頃感というのが、一体どこで折

り合うのかということです。金額は、来年は７万

円を予定しています。今、３タイトルですが、タ

イトル数は増える予定です。これがあまりにも安

く、ある意味では笑われてしまうような話になっ

ているのですが、これを考えるにあたってはすご

く悩みました。BioOneという、私たちが目指す

べき電子ジャーナルパッケージがあります。ARL

の支援によって始まったものですが､６７タイト

ルを収録しており、国内ではそれなりの値段だと

いうところがあるのですが、東大クラスで百万円

と聞いています。（UniBio Pressを）３０万円

で売れば良いのではと言われもしましたが、やは

りそこまでの値段はつけられませんでした。 

　またUniBio Pressを作ったことで、参加学協

会の会員の人に必ずいいコンテンツを出して欲し

い、そうでなかったら物は売れない､と言えるよ

うになったという事はものすごい事だと思います。

日本発の雑誌がなかなか育たないと言いますが、

それはやはり、自分たちの雑誌がいいコンテンツ

を出そう､それを世界に発信しようという意識が、

ある部分希薄だったからだと思います。現在、

UniBio Pressでは３タイトルを提供しています

が、それぞれのEditor-in-Chiefが必ずいい論文

を搭載するからと言ってくださり、そうでなけれ

ば図書館にやはり売れないと思っています。５万

円と言うと、なんて安いと思われるかもしれませ

ん。ですが、小さな段階で終わるのではなくて、

これから次第にタイトルを増やし、UniBio Press

を買うことで日本の生物学の状況が解るというよ

うな電子ジャーナルパッケージにすることが目標

です。そのためには、私はやはり、商業出版社に

は行きたくはありません。なぜかというと、やはり

商業出版社のやり方では、何と言うか、私がやっ

ているような苦しみがほとんどないわけです。

ネームバリューがあって、うちで売りますという、

それが大変にやはり研究者には良いことになるわ

けです。 

　多くの海外出版社に行った学協会の雑誌が、あ

いかわらず科学研究費をもらい続けているという

状況があります。海外出版社に国の税金がそのま

ま、つまり出版費として行ってしまっている事実

はどうなのでしょか。先ほど私が何度も言ったよ

うに、Zoological Scienceそのものは２１年間で

２億円近い税金をもらっている。それで、本当に
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京都大学数理解析研究所教授   　森　重  文  

いくつかの数学学術誌の電子ジャーナル化への対応 

外に出て、あまりあるメリットが私たちの所に返

ってきて、国に対して言い訳ができるのだったら

いいのですが、そのようなメリットが私にはどう

しても見えてこないのです。　　　　　　　　　

（ながい　ゆうこ）　 

 

　森と申します。いくつかの数学の学術誌で電子

ジャーナル化にどう対応しているかということを

報告したいと思います。 

　まず、前置きをしたいと思います。どうして日

本の多くの大学の数学教室が雑誌を出版している

のか。それは戦後にお金がなかったときに、外国

の雑誌をどう買うか、その手段として、こちらで

雑誌を出版して、それと交換するという形で、外

貨がない時代に雑誌を購入することができた、そ

ういう歴史があります。そういうことがあるので、

多くの大学で数学教室が雑誌を出した。京都大学

の場合でも、数学教室が京都ジャーナルというの

を出していますし、数理解析研究所でも

Publications of RIMSというのを出しています。 

　さて、数学論文の特徴ということで言いますと、

論文の引用半減期、寿命だと思っていただければ

よいのですが、これが非常に長い。他の分野と比

べて非常に長い。具体的な数字は、統計資料と言

われると分かりませんが、たとえば数十年前の論

文とか１００年前の論文が、歴史的価値でなく、学

術的理由で引用されるということが日常茶飯事で

す。その当然の帰結ですが、バックナンバーの利

用度が高い。数学者にとって、雑誌というのは、

単に本というだけではなくて、数学的実体がそこ

にあるのです。ですから、中央に集めれば良いと

言う人も多いかもしれませんが、実験科学で実験

室がすぐそばにあるように、数学ではすぐそばに

数学の雑誌、本が必要です。 

　あと、他の分野との比較で、良い論文が一部の

雑誌に集中的に投稿されるかというとそうではな

く、割と散らばります。一方、例えば物理で

Physical Review Letterという雑誌はページ数

が非常に多くて、年に何千ページという量が出る。

研究者はそれを読むことを期待されている。そう

すると、何千ページか読みますと、他のものは何

も読めません。評価してもらうためにはそこに投

稿するしかないという状況の様です。それに比べ

ると、数学というのは、ひとつには寿命が長いし、

数学者は極楽トンボなのかもしれませんけど、ち

ゃんとした仕事をして、ちゃんと発表しておけば、

ちゃんと評価される。そういう能天気なやり方で

やってきて、実際にそれで機能してきています。 

　日本の数学の国内誌ですけど、世界的に見て健

闘していると言って良いと思います。これは抽象

的な表現ですから、たとえばトップの数誌の学術

誌に入っているかと言えば、そうではないかもし

れません。例えば、いろいろな学術誌、

Publications of RIMSでも、名古屋ジャーナル

でも、学士院紀要でも、外国からの投稿は日常茶

飯事というか、しごく当然のことです。外国から

当然のように投稿された論文をきちっと審査して

出すという、そういう意味で、世界的標準で見て

恥ずかしくない編集をして、胸を張れる学術誌が

出版できています。 

　日本のほかの分野は分かりませんので、数学に

関してだけ言いますと、日本の雑誌は、投稿して

掲載可となった時に、別に何も著作権をくれとい

うこともなく単にそのまま出版していました。と

いうことは、厳密に言うと著作権は著者の手元に

あるわけです。雑誌は、出版権を持って出版する
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という形になっています。中には交換と寄贈しか

していない雑誌もあります。また、交換と寄贈が

多数だが他にも販売している雑誌もあります。た

とえば、Publications of RIMSがそうですし、

京都ジャーナル、名古屋ジャーナル、学士院紀要

もそうです。この場合には、販売している販売会

社に販売権が生じます。ただし、売っているとい

っても、非常に廉価です。例えば、Publications 

of RIMSの場合は、購読料年に８００ページ、だい

たい１冊が２００ページのものを４回出します。そ

れで、１冊２，０００円ぐらいです。非常に低価格で

すが、殆どは寄贈・交換なので少数の販売で、利

潤を上げるのはもともと無理ということと、社会

への業績の還元という立場からこうなっているの

だと思います。これが以前の状況です。 

　電子ジャーナルとか電子化と言う時に、編集過

程の電子化とか雑誌バックナンバーとか最新号を

ネット上に置くとか色々な意味がありますが、特に

ネット上に置くということによって生じるもろも

ろの問題が実は今までのやり方ではどうしようも

なくなってきて、種々の問題に直面しています。 

　例えば、学術誌の電子ジャーナル化を支援する

システムであるJ-STAGEの関連で言いますと、

バックナンバーをオンライン化するわけですけれ

ども、その場合に果たして誰が権限を持っている

のか。つまり、Publications of RIMSは受け付

けた論文の印刷物を出版する権利は、著者が送っ

てきたわけですから当然あるわけですけれども、

その著作物と、例えばスキャンコピーしたファイ

ル、それは必ずしも同じ媒体とは言えない。そう

すると、それをネット上に置く権利は雑誌にある

のかという疑問が残ります。コピーしてネット上

に置くことは技術的には簡単ですけれども、そう

いう権利は果たしてあるのか。そういうふうにス

キャンしたものをOCRで光学的に文字を読み取っ

て、それをスキャンファイルに組み込んで、文字

による検索がかけられるようにするとか、あるい

は更に将来進んでいけば完全に読み取るというこ

ともあるかもしれません。そうした、将来改良し

ていく権利は、つまりある時点でこれこれをさせ

て欲しいと著者から権利をもらったとしても、そ

の将来どう変わるか分からないそういう権利をど

う記述するか、そういう問題が生じます。 

　また、これはまったく別のサイドの話なのです

が、国際数学連合という組織があって、私は以前

少しそこに関係しておりました。国際数学連合で、

やはりこの電子化の波の中で、数学者としてこれ

をどう対処すべきかという立場で、国際数学連合

にCEICというものがあり、そこが著作権に対し

ての公式見解というものを出しました。 

［http://www.mathunion.org/Organization/

Committees_Commissions.html］ 

非常に単純に言えば、外国の雑誌でやっているよ

うに、著作権を著者から雑誌に移さなくても出版

できるのだという話です。それは非常に微妙な問

題をいろいろ含んだ上での話です。例えば著作権

委譲というのは、著者と、出版社と、あと図書館

側、つまり読者と言うか利用者ですね、その間の

関係を調整するものであって、具体的に言うと、

著者と出版者の間の契約関係です。だから契約関

係と言うからには、どちらかに一方的に有利なも

のであってはいけない。ここでは著者に著作権を

残したまま出版するということも可能なのだとい

う、そういうことが書いてあるということだけ指

摘させていただきます。 

　あともう一つ、これは多くの数学雑誌の編集委

員としてはどうしようもない事実ですが、編集委

員というのは数学者、つまり研究者なのです。だ

から、雑誌側なのだけども潜在的には著者なので

すし、著者になりうるわけです。だから、そうい

う意味では著者の気持ちというのは非常によく分

かる。だから、そういう意味ではジレンマに陥り

ながらも、方向性を見つけていかなくてはいけな

いという立場になります。  

　それで、Publications of RIMSの将来像です。

オンライン化や将来の改良、こういった事を考え

た場合に、つらいですけれども、論文の著作権を

雑誌が持って、著者が持つよりも長く論文の価値

を守るという立場しか、取りようがないのではな

いかと思っています。さもなければ、著作権委譲
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の中で雑誌がとるべき権利を列挙しないといけな

い。列挙することは、われわれ研究者が片手間に

やれることではないです。そういう意味で、雑誌

側が論文の著作権を持つしか対応ができないので

はないかということです。 

　その代わりということで、研究者としてこう在

りたいということを言いますと、オンライン上に

無料で公開したい。それは、別に何が何でも無料

だというわけではなく、いろんな状況が現在すご

く動いているので、なんとも分かりませんけど、

その状況が許せば無料で、あるいは廉価でという

ことになります。そうすると費用はどうするのか

と言えば、Publications of RIMSの場合は、出

版費用は数理研が持とうと考えています。それは、

業績の社会への還元の一環という位置づけです。

こういった配慮をしてはじめて、著者から著作権

を委譲してもらうということが、一方的な契約関

係ではなく成り立つ余地が生じるのかと思ってい

ます。また、これはちょっとずるい言い方ですけ

ども、いろいろなところで価格が高騰するという

状況の中ではむしろタダか、非常に安くしてしまっ

て、雑誌の流通とか評判を利潤よりも優先させる

というのは、大学としても意味のある戦略ではな

いかなとも思います。そういったことをあれやこ

れやとやったうえで、若手研究者が投稿をしたく

なるような雑誌になれば一番良いという話です。 

　そういう将来像ですけれども、ただ、技術的な問

題は対処可能であると思います。たとえばレフェ

リーシステムですけども、現在でも電子メールで

やりとりし、PDFファイルをやりとりするとい

うことはよくあって、外国であってもやれるし、

大体の場合はもう電子メールでやり取りができて

しまいます。いままでと同じようなやり方をきち

っとやっていけば、それなりの役割を果たしてい

るし、これからも果たしていくであろうと信じて

います。ただし、電子化という大きな変化に適切

に対応できればという条件付です。そのために、

現状の課題は、著作権の対応をどうするかと言う

アドバイスが欲しい。大雑把なプランというのは

あるけども、たぶん実際に実行するときは、細か

ないろんなことを勘案しなければいけないことが

でてくる。そういった助言が欲しいというのが本

音です。それが、SPARC/JAPANに申請してい

る理由です。 

（もり　しげふみ）　 
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エルゼビア・ジャパン代表取締役   　深  田  良  治  

商業出版社からの学術情報発信 

　私は、ヨーロッパ初の商業出版社がやっている

学術出版の過去十年ぐらいの変化について話しま

す。 

　世界のSTM（サイエンス、テクノロジー、医学）

の分野の中でピアレビューされた論文が、年間

１００万件くらい作られています。論文誌のタイト

ル数では、１．５万件くらい、出版社とか版元の数

を全部合わせると２，０００社くらいです。 

　また、世界では１００万件の論文が出版されます。

これは、毎年３％ずつ増えてきています。今年が

１００万件とすると、次の年には１０３万件と、情報

の量が毎年増えているわけですが、その中の２５

％がエルゼビアです。一論文あたり平均して2人

とか4人での共著ですので、５０万人くらいの世界

中の著者に、商業出版社としてサービスを提供し

ていると言えると思います。日本の論文は２．５万

件で、一つの論文が１０ページとしますと、大型

の百科事典１０セットくらいのコンテンツ量が日

本から海外に出ています。これを流出していると

取るのか、それとも日本の研究者の仕事が海外で

知られていると取るのか、すごく微妙です。

STM分野では、なぜ、日本がナショナリズムに

固まって、全部日本発でなければだめだと学者の

先生方が言われるのか、私はちょっと理解しかね

るところがあります。日本は勿論日本という国で

すけれど、OECDの中では非常に重要なパート

ナーですから、そういう世界の市民の一人という、

そういう自覚も、観点も、あっていいのではない

かと思います。この規模のコミュニティに高品質

でかつ均質的なサービスを続けて提供していくこ

とは、すごく責任重大です。勿論お金もいただい

ていますから、価格が高いと言われていることも

解りますが、それに伴う責任は非常に重大です。

私どものアメリカ本社のカレン・ハンターという、

元ライブラリアンで割と辛口の副社長がよく言う

のですが、エルゼビアが持っているコンテンツは、

決してエルゼビアだけのものではない、科学の議

事録なのだ。科学コミュニティがいろんな事をや

り、それを書いている。これと私どもでは「the 

minutes of science」と呼んでいますが、そうい

う意識がエルゼビアの社内にもあります。それを

こういう場所とか、アメリカの学会とかで出来る

だけお知らせし、解っていただくように努力して

います。 

　２００４年には約１，８００種類のプライマリージャー

ナルとレビュージャーナルを出版しています。そ

の中には確かに、アメリカの国の予算から学会に

お金が渡って、その結果をいただいているという

ジャーナルもあります。FEBSという有名な全

ヨーロッパ連合の学会誌も出版しています。です

から、海外の出版社が日本に来て、日本の学会誌

を盗って行っているというように見えると思いま

すが、それは別に日本だけではなく、ヨーロッパ

でもアメリカでも同じようなことをやっています。

それから、エルゼビアは、勿論ジャーナルだけで

はなくて本も出版していますし、現在ではサイエ

ンス・ダイレクトというサービスが、今一番良く

使われています。それ以外に、同じサイエンス・

ダイレクト上のプラットフォームで、書誌データ

ベースを持っていますが、２，０００万件の抄録と１．

２万誌のインデックスが入っています。 

　ここで、エルゼビアが考える学術情報環境を説

明したいと思います。まず、著者が入ってくる

Author Gatewayというものがあります。これは、

著者をサイエンス・ダイレクト上で支援する新し

いサービスです。その次に、サイエンス・ダイレ

クトがあります。サイエンス・ダイレクトは、一

次情報の中身が乗っているプラットフォームです。

勿論、それ以外にも他の出版社がやっている電子

ジャーナルもございます。さらに学術情報では重
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要なグレーリテラチャーとかデータセット、マル

チメディアファイルなどもあり、そういうものが

研究環境の中では使われており、これからも使わ

れていくと思います。それから、Scopus（スコー

パス）というものがあります。Scopusはただ今準

備中の二次資料のデータベースです。それと、

Scirus（サイラス）というものがあります。これは

YahooとかGoogleをサイエンスに特化した、サ

イエンス専用のサーチエンジンです。Yahooで

DOLLYと入れると、多分ドリー・パートンとい

うカントリー＆ウェスタンの有名な歌手が出てく

るのですが、ScirusでDOLLYと入れると、ドリー・

ザ・シープといって、イギリスで４年か５年か前

に出たクローンシープの話が出てきます。何かを

探す場合はScirusで見れば、科学関連のことが

解ります。Scirusは確かにエルゼビアが動かして

いるサーチエンジンですが、広告が入っているわ

けではないし、エルゼビアの内容だけを見せてい

るわけではありません。勿論サイエンス・ダイレ

クトへの入口という意味がありますが、Scirusか

ら入って、他のところに行くこともありますので、

特に科学だけを探すときには、Scirusは良いと思

います。これもサービスの一つです。それから、

一次資料がプレプリントとか、機関レポリトジと

か、いろいろなところに分散するようになり、自

分が見なければいけない論文がどこにあるのかを

探すことが必要になります。情報の供給と需要の

ギャップがどんどん大きくなるので、それを埋め

る新しい道具が必要になってくる訳です。それが

Scopu sであり、これから作ろうとしている

Knowledge Managementというシステムです。 

　私がよく本社ではというお話をすると、「深田

さん、よくわかったけれど、日本では何してるの」

と言われることがあります。一つは世界最新で最

高レベルの情報を日本の研究者にお届けする仕事

があります。昔は紙だけでしたが、最近はサイエ

ンス・ダイレクトという受信基地を使って、日本

のユーザーに見ていただいています。また、反対

に日本の研究成果とか情報を世界の舞台に持って

いくという仕事があります。それから、Author 

Gatewayという装置を使い、サイエンス・ダイレ

クトの上で論文を提出したり、ピアレビューをし

たりすることを今開発中です。近日中にはサイエ

ンス・ダイレクトの上でそういう論文のやり取り

が出来るようになります。 

　エルゼビアのビジョンとしては、科学の発展の

ために、研究者の最適なパートナーでありたい、

情報のアクセスを出来るだけ広く多くの方に使っ

ていただきたい、と考えています。勿論需要と供

給の関係がありますので、お客様の声を聞いて、

それに応えられるように進化することが必要だと

考えています。それから、図書館と出版社の役割

というのは相互協力が必要ですので、大学や研究

所の情報戦略を担われる図書館の方と色々お話し

て、これからどうすればいいかということを私ど

もが聞いて、本社に進言していくように持って行

きたいと思います。 

　ここ十年くらいの間に変わったことの一つに、

アナログ時代とデジタル時代のコピーがあります。

アナログのフォトコピーはあくまで複製で、10回

とか20回とかコピーすれば、同じものではなく

なるのですが、デジタルコピーは再生産で、まっ

たく同じものを別に作ることになります。例えば

音楽のデジタルのファイルをコピーしたとすると、

何十回、何百回やっても、同じ内容のものができ

るわけです。ですからフォトコピーとデジタルコ

ピーは、やっている作業は似ているけれど、内容

は違うのだということをみんなが解っている必要

があると思います。残念ながら、まだデジタル上

の著作権がどうあるべきか、というのは法律とし

ては整備されているとは言えません。これからど

うなるかは、図書館とか、研究者とか、いろいろ

なコミュニティが社会と話をして、それで法律家

が動いて、後を追っかけて整備されていくもので

はないかと思います。 

　エルゼビアで出版されているジャーナルをどう

いうふうに使えばいいかということが、十年くら

いの間にいろいろ変わりましたので、パンフレッ

トを準備しています。パンフレット中に、どうい

う時に使っていただけるか、例えばコースウェア
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京都大学大学院農学研究科教授   　野  田  公  夫  

―大きな不安といくつかの期待と― 

として使えるとか、著者バージョンでWordや

Techファイルの論文を自分のホームページの上

で搭載したり、PDFを同じ研究をしている仲間

に送ったりすることは今のサイエンス・ダイレク

トの契約上可能ですとか、機関レポリトジに掲載

されることも可能ですとか、そういうことの詳し

いことが出てます。 

　これからの可能性として、オープンアクセスが

あちこちで言われています。オープンアクセスを

どのように考えていますか、と言われることが多

いですが、私達はオープンアクセスがヨーロッパ

でもアメリカでも日本でも真剣に話をされている

ということはよく解っています。それをすごく真

剣に細かく慎重にウォッチしています。どういう

所でどういう発言があってどういう動きがあるか

という事を見ています。カレン・ハンターが

Natureのインタビューで言っていることなので

すが、マーケットがオープンアクセスを選ぶとい

うことになれば、エルゼビアは商業ベースの出版

社として、例えば来年とか再来年とかにオープン

アクセスに動くこともできます。ただしマーケッ

トというのがすごく広い概念ですので、日本のマー

ケットはそうだけど、中国は違うということがあ

りますと、なかなか動けないかもしれません。

私どもが懇意にしている窪田輝蔵さんと言う方、

１９９６年にユージン・ガーフィールドの伝記『科

学を計る』という本を書かれた方で、彼が最近あ

る大学で講演した際に使った文を、本人の許諾を

得て使わせていただきます。「これからはいろん

なビジネスモデルの競争になるだろう。それぞれ

のモデルには存在理由があるのだ。どれか一つ最

後に勝つということは、ひょっとしたらないかも

しれない。オープンアクセスもあるけれど、従来

的な商業出版のモデルもあるだろう。」彼が言っ

ているビジネスモデルとは、一番目がオープンア

クセス、二番目がエルゼビアのような商業ベース

のビジネス・データベースというもの、三番目が

ホームページの上で展開される個人的なジャーナ

ル。窪田さん流の分け方でこう言っていますが、

どのビジネスモデルが勝つということはないかも

しれない。これから順番に競争になっていくもの

で、それこそ電子ジャーナルの時代じゃないか。

ただ商業主義はいけないというドクトリンを振り

かざして競争をなくすというのが、それがいいの

か悪いのか。多分窪田さんの言い方ですと、これ

は間違っているのかもしれない。私もこの意見に

同調いたします。 

（ふかだ　りょうじ）　 

シンポジウムに参加して 

　私は農業・農民・農村の近代史を専門にしてお

り、電子ジャーナルもデータベースも利用したこ

とはない。しかしIT化が爆発的に進行するなかで、

「知」の発信や蓄積および利用のあり方はどうな

っていくのか…半ば図書館協議員という役目から、

そして半ば文明論的関心も手伝ってシンポジウム

に参加した。想像を遥かに超える深さと広さをも

った革新が進みつつあることはよくわかり、私の

これまでの通念はまさに一変させられた。 

　今回のシンポジウムでは、専門領域を異にする

方々が各々の図書館像を語るという形式がとられ

た。一つ一つのお話はまことに興味深かったのだ

が、他方では、過渡期（定まらぬ現在）というも

のに固有の危うさをみたような気もした。それは、
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21世紀に相応しい図書館像（もしくは図書館論）

がお一人の口からトータルに語られる時代が近い

将来に訪れるかどうかを十分見通せなかったから

であり、また、この新たな図書館像（論）がいか

なる「力学」の産物として形成されるのかという

点に不安を禁じえなかったからである。 

　かかる「不安」を第一部の内容に即して言えば、

「知」の重層性に見合う多元的な「知」の蓄積・発

信形態が本当に確保され続けるかという問題であ

る。「知」の発展とは、より高いレベルへの単純

な移行や平面的な膨張などではなく、新しい知見

がこれまでの「知」に順次重ねられ相互に関連付

けられていくことにより果たされるものであろう。

このような「知」のありように対応した蓄積・発

信形態の「全体」に常時目配りされつつ議論され

るのであれば安心もでき、より前向きに討議の輪

に加わりうる。しかし、「先端領域」が最新トレ

ンドの普遍性を戦闘的に語り「伝統領域」が自ら

の特殊性を防衛的に語るという構図では、財政的

制約が年々厳しくなる昨今では、“勝負あった”

という類の虚脱感すら感じてしまうのである。 

　もう一つの「不安」を第二部の内容に即して言

えば、「知」の独占という恐怖を目の当たりにし

たかのような気持ちになったことである。電子ジ

ャーナルに対する独占力の正当性を、エルゼビア・

ジャパンの深田良治代表取締役は「学問に国境は

ない」というパスツールの言葉で表現された。そ

れに対して国立情報学研究所の安達淳教授は、パ

スツールは先のフレーズに続けて「しかし研究者

には祖国がある」とも言っていると反論された。

最新の「知」の所有のあり方が、「国境」「祖国」

という前世紀にこそ相応しいと思われるタームを

動員して闘わされる…これも大きな衝撃であった。

「知」をめぐるパワーポリティクスの深刻さを端

的に突きつけられた思いがしたからである。大手

製造業やスーパーの破綻に見るごとく、差異化が

容易な商品に対する支配力は決して安定的なもの

ではないが、学会誌という厳密に制度化された商

品に対する支配を揺らがせることは極めて困難で

あろう。また、何らかの形でその支配力が発動さ

れた場合には極めて深刻な影響力を及ぼそう。最

も有力なユーザーである京都大学においてこそ、

本格的な議論を望みたいと思った次第である。 

　もっとも、「不安」だけではなく、若干の「希望」

も与えられた。一つは、大学図書館革新のリーダ

ーとして紹介された伊藤義人名古屋大学附属図書

館長が、新しい図書館像を「ハイブリッド」とい

う言葉で表現されたことである。もしかするとこ

の言葉の中に「重層的な知」に対する自覚的な戦

略が含まれているのかもしれない、というかすか

な期待を抱いたのである。もう一つは、知的空間

としての図書館の意義に触れられた佐々木丞平京

都大学附属図書館長の言葉である。確かに「館」

とは、大きなスペースのこと…新時代の大学に相

応しい「知的空間」の問題としても新たな図書館

像が語られる必要があるという指摘は「目から鱗」

であり、新しいロマンを得たような気がしたので

ある。しかしその場合、空間性を否定しきったと

ころにこそ意義があるかにみえる電子ジャーナル

は、図書「館」にいかなる住み場所を見出すのであ

ろうか?　これもまた、シンポジウムに参加した

からこそ得た一つの論点であった。 

（のだ　きみお） 
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附属図書館利用統計 （平成１5年度） 

入館利用状況 

資料利用状況 

１． 年間入館者総数 

2． 入館者総数5年間推移 

1． 普通図書貸出利用状況 
4． 貴重書利用状況 

貴重書（特殊文庫）閲覧上位リスト 

2． 学内者への貸出 

3． 分類別貸出状況 

755,129人 
１． 年間入館者総数 

2． 登録者総数 

27,586人 

利用対象者数 

内 訳 

内 訳 

学 内 入  館  機 744,584 
 マニュアル＊ 4,343 
学 外 閲　　 覧** 5,472 
 見　　 学 730（人） 

（人） 

＊マニュアル：忘れたり、紛失等による利用証不携帯の入館者 
**閲覧：学外者の特別閲覧願手続きによる入館者 

入館機による入館者 744,584人について 

　開館日　１日当たり     2,449 
　平　日　１日当たり    2,987 
　土・日曜日1日当たり    864 
　１日の最多入館者数*   5,538

教 　 官  2,961人 
院 　 生  9,378人 
学 　 生  13,567人 
職 　 員  2,759人 
そ の 他  4,330人 *平成14年７月15日 

年間利用冊数 142,113冊 

年間利用人数 75,037人 
1，106冊 

120冊 

104冊 

81冊 

67冊 

1 

2 

3 

4 

5

平成15年度 
140,442冊 
74,485人 
461冊 
1.9冊 

1月14日（1,215冊） 

平成14年度 
127,909冊 
68,002人 
419冊 
1.9冊 

7月23日(1,072冊） 

 
年 間 貸 出 冊 数  
年 間 貸 出 人 数  
１日平均貸出冊数  
１人当たり貸出冊数 
年間貸出冊数最高日 

（平成１６年５月1日現在） 

32,995人 
（平成１６年５月1日現在） 

その他には卒業生、生協職員、スタンフォード日本センター学生、 
放送大学生等を含む。 

3． 利用証発行枚数（平成15年度） 

内 訳 

新 規 交 付  2,332枚 
再 交 付  46枚 

2,378枚 

（うち放送大学生は496枚） 
（再交付とは、紛失・有効期限切れ・転部・改姓等をいう） 

富 士 川 文 庫  

和 貴 重 書  

河 合 文 庫  

平 松 文 庫  

谷 村 文 庫  

30,000 

25,000 

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

0
　 法政 経済 産業 社会 教育 歴史 哲宗 芸術 言文 数物 機械 化工 

　 冊数 11,885 8,732 2,775 8,232 5,506 12,364 7,384 5,255 10,346 26,555 5,108 5,165

 生物 人類 学術 図書 文庫 留学 同和 他 

 5,498 8,513 1,826 1,050 4,943 769 323 8,213

840,000 

820,000 

800,000 

780,000 

760,000 

740,000 

720,000 

700,000 

680,000 

660,000 

640,000
　 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 

■学外 4,905 5,495 5,937 6,443 6,315 

　学内 823,881 774,607 727,802 708,729 748,927
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＜国 外＞ 

受付件数 

内　訳 

1. 受付件数 

 平成15年度 平成14年度 

 8 件 18 件 学 内 者  4 , 9 2 6  
学 外 者  5 , 5 5 8  
合   計  1 0 , 4 8 4

参考業務 

相互利用 

文献調査＜国 内＞ 

 2 8     　  16  
 381   　  84  
 118  　  5  
 1 , 247  　  44  
　  8  　  0  
 14    　  15  
 110  　  22  
 17  　  0  
 172  　  0  
 1  　  11  
 2 , 096  　  197

4． ＦＡＸ・文書による受付・依頼の機関別件数 
平成１5年度（件）  平成１4年度（件） 

所蔵調査 5,856 　 5,514 
事項調査 381   　 482 
そ の 他 4,050   　 4,584 
合　　計 10,287 　 10,580

　 2,096 　 2,080 
電　　話 3,927 　 3,355 
カウンター 4,264 　 5,145 
合　　計 10,287 　 10,580

内 容 

形 式 

ＦＡＸ（文書を含む） 

2. 依頼件数 

3. 受付・依頼件数合計における学内者・学外者別利用件数 

平成１5年度（件）  平成１4年度（件） 

平成１5年度（件）   平成１4年度（件） 

所蔵調査 174 　 181 
事項調査 23   　 45 
合　　計 197 　 226

　 197 　 226

内 容 

形 式 ＦＡＸ（文書を含む） 

機  関  名 受付件数（件） 依頼件数（件） 
　学　　　内　  
国 立 大 学  
公 立 大 学  
私 立 大 学  
国立共同利用機関 
公 共 図 書 館 等  
非 営 利 団 体  
一 般 企 業  
　個　　　人　  
国立国会図書館  
　合　　　計　  

（件） 

発 行 件 数  867 1,047 

受 付 件 数  

平成１5年度（件）    平成１4年度（件） 

依　　　頼 5,447 5,471 

受　　　付 19,145 21,203 

合　　　計 24,592 26,674

依　頼 266 4,257 924 5,447 

受　付 81 16,731 2,333 19,145 

合　計 347 20,988 3,257 24,592

1. 他大学図書館訪問利用 3. 文献複写 

2. 現物賃借 
国　外 国　内 学　内 合　計 

現物賃借5年間推移 

文献複写（国内）5年間推移 

5000 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0
　 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 

　貸出－謝絶 850 965 1,064 1,097 1,358 

　貸出－貸出 748 1,285 1,492 1,512 1,341 

　借用－謝絶 269 237 224 182 168 

　借用－借用 1,521 1,731 1,565 1,700 1,463 

　合　　計 3,388 4,218 4,345 4,491 4,330

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

0
　 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 

　受付－謝絶 5,144 5,457 6,432 5,562 5,019 

　受付－受付 9,811 11,338 12,889 12,864 11,721 

　依頼－謝絶 264 353 304 312 176 

　依頼－受付 3,495 3,627 3,315 3,947 3,981 

  合　　計 18,714 20,775 22,940 22,685 20,988

件 
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