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平成24年度大学図書館職員長期研修実施要項
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目的
  全国の国立大学図書館等の中堅職員に対し，学術情報に関する最新の知識を教授するととも
に，図書館経営・情報サービスの在り方について再教育を行い，職員の資質とマネジメント・
企画等の能力の向上を図ることにより，大学図書館等の情報提供サービス体制を充実させるこ
とを目的とする。
主催
筑波大学

3 期間及び会場
  期間 平成24年7月2日（月）～7月13日（金）
会場 筑波大学春日エリア情報メディアユニオン2階 情報メディアホール
4 受講者
(1) 資格
受講者は原則として次の各号のすべてに該当するものとする。
‐ 係長クラスで年齢歳以上歳以下である者（平成年月日現在）
‐ 大学図書館等において専門的業務に年以上の経験を有する者
‐ 所属大学（機関）の長が推薦する常勤図書館職員
(2) 定員
約35名
5 研修申込及び受講者の決定
(1) 申込み方法
各大学（機関）の長は受講希望者についてとりまとめ，別紙様式により平成24年4月23日（月）
（必着）までに，筑波大学長あてに推薦すること。
また，該当者がいない場合にも，その旨ご回答ください。
(2) 受講者の決定
前項により推薦された者の中から応募・推薦理由等を考慮して受講者を決定し，各大学（機
関）の長に通知する。
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研修科目及び講師
別紙のとおり（予定）

7 研修の方法
  1 時限 90 分とし，講義・演習を行う。
  なお，必要に応じて事前アンケート，課題等の提出を課す。
8 経費
研修費は無料とする。国立大学法人並びに大学共同利用機関法人に所属する者の研修旅費（ 交
通費，宿泊費）は，筑波大学が負担する。
9 宿泊施設
  つくば市内のホテル（宿泊日：7月1日(日)～12日(木)）
10 修了証書
  この研修において所定の課程を修了した者には，修了証書を交付する。
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会場：筑波大学春日エリア 情報メディアユニオン 2 階 メディアホール
7 月 13 日（金）は、第一エリア（中地区） 筑波大学附属図書館（中央図書館）
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研修日程

平成 24 年度大学図書館職員長期研修科目概要

１ 研修概要
 A 図書館マネジメント総論 8 科目（9 コマ）
 大学図書館を取り巻く経営的環境を把握するとともに、大学図書館マネジメントに関
する知識を養う。
 B 学術情報流通等各論 13 科目（13 コマ）
 学術情報に関する最新の知識を講義し、大学図書館サービスのあり方を考える。
 C 演習・班別討議 13 コマ
 課題対応能力、コミュニケーション能力の向上を図るための講義・演習を行い、班別
討議、発表を通してその実践を行う。
 D 見学 1 コマ
  筑波大学附属図書館（中央図書館）の見学を行う。
２ 科目概要
A 図書館マネジメント総論
(1)大学経営の課題
 大学図書館の活動は、あくまでも大学経営の一部として捉えられなければならない。大
学図書館経営の背景となる大学経営について講義する。
(2)国立大学図書館の経営
実際の大学図書館経営を担っている管理職の立場から、具体的な予算獲得、組織運営、
企画・広報などについて、大学図書館経営のあり方や課題などについて講義する。
(3)大学と大学図書館
 大学や大学図書館を取り巻く現状や今後の方向性について、ステークホルダーとの関係
や政策的視点から講義する。
(4)大学評価と大学図書館
国・公・私立大学（短期大学を含む）は、７年以内ごとに、認証評価機関の実施する評
価を受けることが義務付けられている。その評価の実際と大学図書館がどのように評価に
寄与すればよいのかを考える。

(5)経営学入門 I・II
経営学の基礎知識、事例をもとにした営利・非営利組織の経営論・経営戦略から、今後
の大学図書館経営の参考となる組織のあり方、中堅職員の役割などについて講義する。
(6)私立大学図書館の経営
 私立大学図書館の経営について、アウトソーシング、予算獲得、サービスの展開等につ
いて事例をもとに実際的観点から講義する。
(7)大学図書館職員の新たな役割
日本及び海外大学図書館における図書館職員の役割、その特徴や問題点、今後の新たな
役割や将来像、展望などについて講義する。

科目概要
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(8)対人ストレスマネジメントスキルとしてのヒューマン・リレーションスキル
 中堅図書館職員は、図書館サービスの中心として利用者との対応でストレスに曝される
だけでなく、ミドルマネジメントの一翼を担う立場としてもストレスを感じることになる。
人間関係を上手にコントロールするスキルを学ぶ。

B 学術情報流通等各論
(1)図書館建築と設備
 図書館建築の考え方、面積基準、安全対策、サイン計画、バリアフリー環境などについ
て、最近の動向や実例を挙げて図書館施設全般について講義する。
(2)国立情報学研究所の戦略
CAT/ILL 共同事業の設立時の理念を現在的に再確認し、近年特に顕在化してきた課題、
新たな将来像や展開などについて講義する。
(3)利用者の情報行動
情報行動論の基礎的知識、教員や学生の情報行動の具体例、情報行動に配慮した図書館
サービスのあり方などについて講義する。
(4)学術情報コミュニケーションの動向
近年の電子図書館、電子ジャーナルへの取り組みや、機関リポジトリなどの動向を踏ま
え、今後の学術情報コミュニケーションのあり方や展望について講義する。
(5)公共図書館の戦略
 指定管理者制度などに見られる最近の公共図書館における経営の動向や戦略、また顧客
獲得・顧客満足の観点から実施した新たなサービスについて例を挙げて講義する。
(6)古典資料の保存と利用
 大学図書館における古典資料の保存方法や利用上必要な配慮などについて講義する。
(7)研究者のアクセス手法 I
社会科学系の研究者の立場から、研究手法、研究資料の収集・活用方法、学生の指導方
法等の例を挙げて、社会科学系研究者が求める図書館、資料、図書館職員のあり方につい
て講義する
(8)研究者のアクセス手法 II
自然科学分野の研究者の立場から、研究手法、研究資料の収集・活用方法、学生の指導
方法等の例を挙げて、自然科学系研究者が求める図書館、資料、図書館職員のあり方につ
いて講義する。
(9)大学図書館の学習支援
情報リテラシー教育をはじめとする大学図書館における学習支援のあり方について、
様々な活動と成果、今後のあり方や課題などについて講義する。
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科目概要

(10)企業理念に見る顧客サービス
 大学図書館運営に関連する民間企業等の経営戦略や図書館運営の効率化、サービス向上
の参考となる民間企業等の経営手法について講義する。
 今年度は、スターバックスのミッションステートメント、サービスの実際、社員教育等
から、スターバックスの目指す「顧客志向」と、その実現に向けた企業戦略について学ぶ。
(11)電子図書館マネジメント
最近の Web サービス、検索エンジン、SNS、図書館システムの情報発信手法の問題点を
挙げ、ディスカバリーサービス時代における新たな情報検索・情報発信技法の提案などを
含め、今後の方向性や展望等について講義する。
(12)オープンアクセスと機関リポジトリ
 電子ジャーナルを始めとする、学術情報流通の問題を考えるにおいて重要となる、オー
プンアクセスの思想とその一翼を担う機関リポジトリについて講義する。
(13)図書館と法
図書館をめぐる著作権、個人情報・プライバシー保護などの基本的な考え方や、インタ
ーネットの普及に伴う新たな動きと今後の方向性、展望などについて講義する。

C 演習・班別討議
1 演習
 自立的に業務を遂行するためには、自ら問題を発見し、適切に解決する方法を身に付け
ることが重要である。職場での実際的な問題から、講義及び演習を通して、問題発見から
解決までを実践する。
2 班別討議
(1) 班別討議
大学図書館経営及びマネジメントに関連するテーマについて討議する。実際的な課題解
決を念頭において具体的な対応策、解決策を討議する。
(2) 発表及び全体討議
班別討議で検討した課題を実際的な解決方策にまとめ発表する。各班の発表をもとに全
体討議を行う。

科目概要
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変わる大学㻌

なぜ大学は教育に力を入れるのか？①㻌

なぜ大学は教育に力を入れるのか？②㻌 㻌

6

大学と大学図書館

法人化と図書館㻌

副学長（理事）兼務制の長所・短所㻌

専任館長制の長所と短所㻌

図書館長のリーダーシップ㻌

教育の重要性の増大と図書館㻌

大学と大学図書館
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大学の教育観の大きな変化と図書館㻌

東京大学の新図書館構想㻌
㻌
図書館職員に期待すること①
流動的な状況でモノを言う専門性

図書館職員に期待すること②㻌
図書館の枠に閉じこもってしまうのは損㻌
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大学と大学図書館
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䛂▱䛾ᵓ㐀䛃䛸䛂ಠ▔䛃
䛝䛱䜣䛸䛧䛯Ⓩᒣ㐨䛾ᩚഛ 䝦䝸䝁䝥䝍䞊䛻䜘䜛ಠ▔
Ꮫᩍ⫱䛾ᙺ

Ꮫ㛗䠄⌮䠅වົไ䛾㛗ᡤ䞉▷ᡤ
• Ꮫ㛗වົไ
• ᅗ᭩㤋䛾せồ䚸ᙺဨ
䛻㎿㏿䛻ఏ㐩䚸ฎ⌮
• ᇶ┙㈈※䛾☜ಖ䛻䛿
᭷
• 䛂ୗ䛛䜙䛾ኌ䛃䛾Ữ䜏
ୖ䛢䚸⤒Ⴀ䛸䛿㊥㞳䜢
䛚䛔䛯䛂ᅗ᭩㤋䛾ኌ䛃䛾
⾲ฟᅔ㞴
• ᅗ᭩㤋ᴗົ䛻䛒䛯䜛
㛫䛾ไ⣙
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ᅗ᭩㤋㛗䛾䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥

ᑓ௵㤋㛗ไ䛾㛗ᡤ䛸▷ᡤ
• 䛂ᅗ᭩㤋䛾ኌ䛃䛾௦⾲
⪅䛸䛧䛶䜅䜛䜎䛘䜛
• ⫋ဨ䛸䛾⥭ᐦ䛺㛵ಀ
• ᙺဨ䛻ᅗ᭩㤋䛾せ
ồ䜢ఏ㐩䛩䜛䛾䛻ⱞປ
䛩䜛
• Ꮫෆ䛾䛂㞳䜜ᑠᓥ䛃䛻
㝗䜛䛚䛭䜜䛒䜚
• ୗᡭ䜢䛩䜛䛸ᆅపୗ

• 䛂䝖䝑䝥䝎䜴䞁䛾⤒Ⴀ
⪅䛃䛸䛔䛖ᛶ᱁䜢䜒䛯䛦
䜛䜢䛘䛺䛔Ꮫ㛗䛸䛿䜔
䜔ᛶ᱁䜢␗䛻䛩䜛䝸䞊
䝎䞊䝅䝑䝥
• Ꮫ⤒Ⴀయ䜈䛾ど
㔝䚸┠㓄䜚
• 䛂ᅗ᭩㤋䛾ኌ䛃䠄㒊ᒁᅗ
᭩㤋䛾ពぢ䚸ᅗ᭩⣔⫋
ဨ䛾ኌ䚸ᅗ᭩㤋⏝⪅
䛾ኌ䛃䛾௦⾲

ᮾிᏛ䛾᪂ᅗ᭩㤋ᵓ

ᩍ⫱䛾㔜せᛶ䛾ቑ䛸ᅗ᭩㤋

ૼನेƷᲮƭƷȗȭǸǧǯȈ

• Ꮫ⏕䛜㞟䛖ሙ䛸䛧䛶䛾ᅗ᭩
㤋䛾ព䞉䞉䞉䝷䞊䝙䞁䜾䞉䝁
䝰䞁䝈
• Ꮫ㝿ⓗ䞉ศ㔝ᶓ᩿ⓗ䛺㡿ᇦ
䛾ᣑ䞉䞉䞉ᚑ᮶䛾Ꮫ㒊䞉Ꮫ
⛉༢䛾ᑓ㛛ᅗ᭩㤋䛷䛿
ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䚸つᶍ䛺୰
ኸᅗ᭩㤋䛾㔜せᛶ䛾ቑ
• ᩍ⫱ෆᐜ䛾䝕䝆䝍䝹䞉䝁䞁
䝔䞁䝒䛸ᅗ᭩㤋

䜰䝆䜰◊✲ᅗ᭩㤋㻌
䜰䜹䝕䝭䝑䜽䝁䝰䞁䝈㻌
ୡ⏺ⓗ僐儆儜儆䢢
ᮏ㒓䜻䝱䞁䝟䝇ෆ

◊✲僔ᣐⅬ

䛻䛚䛡䜛▱䛾䝝䝤

㧗ᗘ僐Ꮫ⩦兟◊✲僸

ᶵ⬟䜢ഛ䛘䚸Ꮫ⏕䚸

ᨭ傽 ▱僸Ⓨ傿僱
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ᵝ䛺ศ㔝䞉ゝㄒ䛻ர
䜛䜰 䝆䜰㛵ಀᅗ ᭩䚸
⣙䠓䠌䜢㞟⣙䛧䚸

✲䜔ὶ䜢ᨭ䛩

ෆእ䛻㛤䛛䜜䛯ᑓ㛛

᪥ᮏ᭱䢢

䜛✵㛫䚹㻌

⛥ᑡ㈨ᩱ䯈儫儜儣兏

◊✲ᅗ᭩㤋䜢᪂タ䚹

䢵䢲䢲 僸ⶶ

ಖᏑ僎බ㛤
䜰䞊䜹䜲䝤䝈䝥䝻䝆䜵䜽䝖
༠ຊ䛻䜘䜛䚸ᐇ㦂ⓗ䛺䜰䞊䜹䜲䝤䜈䛾䜰䜽䝉䝇䚹㻌

Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨീ

䛺ⶶ᭩䚸ྛ㒊ᒁ䛾ከ

ᩍဨ䛻䜘䜛⮬◊

㇏ᐩ䛺Ꮫ⾡ሗ䛾㧗ᗘ䛺䝕䝆䝍䝹䚹እ㒊ᶵ㛵䛸䛾

• ⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᑂ㆟ Ꮫ⾡ศ⛉
◊✲⎔ቃᇶ┙㒊Ꮫ⾡ሗᇶ┙సᴗ㒊
䛂Ꮫᅗ᭩㤋䛾ᩚഛ䛻䛴䛔䛶䠄ᑂ㆟䛾䜎䛸䜑䠅䠉ኚ㠉䛩䜛Ꮫ
䛻䛒䛳䛶ồ䜑䜙䜜䜛Ꮫᅗ᭩㤋ീ䛃ᖹᡂ22ᖺ12᭶
䞉Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛ᑓ㛛ᛶ
ᅗ᭩㤋䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛ᛶ䛻ຍ䛘䛶ᩍ⫱◊✲ᨭ䜢
䛻⾜䛔ᚓ䜛Ꮫ⏕䜔ᩍဨ䛸䛾᥋Ⅼ䛸䛧䛶䛾ᶵ⬟
䜢ྵ䜑䛶Ꮫయ䛾䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛜䛷䛝䜛⬟ຊ䛺䛹
䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹≉䛻᭱㏆䛾≧ἣኚ䛻㐺ษ䛻ᑐᛂ
䛩䜛䛯䜑䚸Ꮫ⾡ሗὶ㏻䛾⤌䜏䛻ヲ䛧䛟䚸Ꮫ⾡
ሗᇶ┙䛾ᵓ⠏䛜䛷䛝䜛ேᮦ䛾☜ಖ䛜㔜せ䚹
ᅜ❧Ꮫᅗ᭩㤋༠ேᮦጤဨ䛄ᅗ᭩㤋⫋ဨ䛾ேᨻ⟇ㄢ㢟
䛻䛴䛔䛶䠄ᥦゝ䠅䛅ᖹᡂ24ᖺ3᭶

ᮾὒᩥ◊✲ᡤ䛾

㻌 ᆅୗ⮬ື᭩ᗜ㻌



ᩥ⣔㞧ㄅ⣙䠕䠌䛸䚸⥲ྜ
ᅗ᭩㤋ᡤⶶ䛾ᅗ᭩䜢᭱ඛ➃
䛾ᢏ⾡䛷⟶⌮ά⏝䚹ᅜෆ᭱
䛾⮬ື᭩ᗜ䚹㻌

ὶືⓗ䛺≧ἣ䛷䝰䝜䜢ゝ䛖ᑓ㛛ᛶ
• ᅗ᭩㤋䜒䛝䛺ኚ㠉ᮇ䞉䞉䞉䛂᭩ᯫ䛾䛺䛔ᅗ᭩㤋䛃䛾
ฟ⌧
• 䛧䛳䛛䜚䛧䛯ᑓ㛛ᛶ䜢㌟䛻䛴䛡䜛䛣䛸
• 䝕䞊䝍䝧䞊䝇䚸䜴䜵䝤ሗ※䛺䛹䛻䜒㏻䛨䛯㢟ู
䛾䝺䝣䜯䝺䞁䝇ᑓ㛛ᐙ
• 䝁䞁䝢䝳䞊䝍䞊䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽䚸㈨ᩱಖᏑ䝅䝇䝔䝮
ᵓ⠏䛺䛹䛾ᶵ⬟ᑓ㛛ᐙ
• 䜾䝻䞊䝞䝹䛾௦䛿䚸ከᵝ䛺ಶูᩥ䛾⮬ᕫ
ᙇ䛜ᙉ䜎䜛௦

ᅗ᭩㤋䛾ᯟ䛻㛢䛨䛣䜒䛳䛶䛧䜎䛖䛾䛿ᦆ
• ඃ⚽䛺ᅗ᭩㤋⟶⌮⫋ဨ䞉䞉䞉Ꮫయ䛾䛒䜚᪉䛻㏻
䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛜ྍḞ
• Ꮫ䛾୰䛾ᅗ᭩㤋䛾ᆅ䞉䞉䞉ᖖ䛻⮬ᕫᙇ䛧䛾
ศ㔝䛾⌮ゎ䜢ᚓ䛶䛿䛨䜑䛶ྥୖ
• ᩍ⫱䝁䞁䝔䞁䝒䛾䝯䝕䜱䜰䚸බᩥ᭩ಖᏑ䛾⩏ົ
䛺䛹䞉䞉䞉ᅗ᭩㤋䛾ᑓ㛛ᛶ䛜䛾ศ㔝䛷䜒ษ䛻
• ᅗ᭩㤋䛾ᩍ⫱ᨭ䞉䞉䞉Ꮫົ⣔䛾▱㆑䚸⤒㦂䜒㔜せ
䛻

⫋ဨ䛿㤋㛗䛻䛺䜜䛺䛔䛾䛛䠛
• ἲே䞉䞉䞉ᩍဨ䛸⫋ဨ䛾㛵ಀ䛾ᐃ⩏
• ⫋ဨ䛿⥲㛗䛻䛺䜜䛺䛔䛾䛛䠛
• ᅗ᭩㤋⫋ဨ䛿㤋㛗䛻䛺䜜䛺䛔䛾䛛䠛
•
䛺䜜䜛䛿䛪 Ꮫᵓᡂဨ䛛䜙ᑛᩗ䛥䜜䜛ᴗ⦼
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２ 大学経営の課題
筑波大学大ビジネスサイエンス系教授








 大学研究センター長  吉武 博通
   


１．国立大学法人化の意義の再確認と現状について

２．我が国の大学を取り巻く環境について

３．民間的発想の有用性と留意点

４．民間企業における経営・組織改革の事例に学ぶ

５．社会・経済環境の変化の中で大学に求められるもの

６．教育研究と経営の質の高度化をどう進めるか

７．競争力ある大学づくりを担う職員のプロフェッショナル化

８．大学図書館と図書館職員への期待
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ㅮ⩏䛾䝇䝖䞊䝸䞊
㻞㻜㻝㻞㻚 㻣㻚㻌㻞㻌Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨ㛗ᮇ◊ಟ

䠍䠊 ♫䞉⤒῭⎔ቃ䛾⌧≧䛸ㄢ㢟䛻㛵䛩䜛ㄆ㆑
䠎䠊 Ꮫ䛾⌧≧䛸Ꮫ䛻ᮇᚅ䛥䜜䜛ᙺ

Ꮫ⤒Ⴀ䛾ㄢ㢟

䠏䠊 䛣䜜䛛䜙䛾Ꮫ䜢⪃䛘䜛ୖ䛷䛾どⅬ
䠐䠊 Ꮫ䛾䜺䝞䝘䞁䝇䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛
䠑䠊 Ꮫ㐠Ⴀ䛾䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䛸Ꮫ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ㄢ㢟
䠒䠊 ᴗᨵ㠉䛾䛸⮬㌟䛾⤒㦂䜢㏻䛧䛶⪃䛘䛯䛣䛸
⟃ἼᏛ䝡䝆䝛䝇䝃䜲䜶䞁䝇⣔ᩍᤵ䞉Ꮫ◊✲䝉䞁䝍䞊㛗

䠓䠊 䝬䝛䝆䝯䞁䝖䜢ᢸ䛖ேᮦ䛾⫱ᡂ 䡚 䠯䠠䠄㻿㼠㼍㼒㼒㻌㻰㼑㼢㼑㼘㼛㼜㼙㼑㼚㼠䠅䛾య⣔

ྜྷṊ ༤㏻

䠔䠊 Ꮫ䛾ᮍ᮶䛾䛯䜑䛻Ⅽ䛩䜉䛝䛣䛸

㼥㼛㼟㼔㼕㼠㼍㼗㼑㻚㼔㼕㼞㼛㻚㼒㼣㻬㼡㻚㼠㼟㼡㼗㼡㼎㼍㻚㼍㼏㻚㼖㼜

0

1

ᖾ⚟䛸ᕼᮃ䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛

䛔䜎⤒῭䛾ୡ⏺䛷㉳䛝䛶䛔䜛䛣䛸

¾ 䝕䝺䝑䜽䞉䝪䝑䜽䠄㻞㻜㻝㻝䠅䛄ᖾ⚟䛾◊✲䛅ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫䜘䜚

ୡ⏺䛷㉳䛣䛳䛶䛔䜛䛣䛸
䞉䜾䝻䞊䝞䝸䝊䞊䝅䝵䞁䠄ே䞉≀䞉䝃䞊䝡䝇䞉㈨㔠䞉ሗ䛾ື䛝䛜ᆅ⌫つᶍ䛷άⓎ䠅
䞉≉䛻䚸䠥䠰䠄ሗᢏ⾡䠅䛸㔠⼥ᕤᏛ䛾Ⓨ㐩䜢⫼ᬒ䛻䛧䛯䜾䝻䞊䝞䝹䜻䝱䝢䝍䝸䝈䝮
䞉᪂⯆ᅜ䛾ᛴ㏿䛺ᡂ㛗䚸⡿䞉Ḣ䞉᪥䛾㐃ᦠ䜢୰ᚰ䛻ᙧᡂ䛥䜜䛯ୡ⏺⤒῭䛾㌿
䡚 ᪂⯆ᅜ䛸䛿䚸㻮㻾㻵㻯䡏䠄䝤䝷䝆䝹䞉䝻䝅䜰䞉䜲䞁䝗䞉୰ᅜ䠅䚸㼂㻵㻿㼀㻭 㼑㼠㼏㻚
䞉㈨※ၥ㢟 㻔㣗⣊䚸Ỉ䚸䜶䝛䝹䜼䞊䚸ཎᩱ➼䠅
ே㢮♫䛾ᮍ᮶䛻㛵䜟䜛ᵓ㐀ⓗၥ㢟
䞉ᆅ⌫⎔ቃၥ㢟

䞉 䛹䛾Ⅼ䛷䜏䛶䜒䠈䜰䝯䝸䜹䛾ᖹᆒⓗ䛺ᖾ⚟Ỉ‽䛿ᡤᚓỈ‽䛜ୖ䛜䜛䛻䛴䜜䛶
㧗䛟䛺䜛
䞉 ྛᅜ䛾ᖹᆒᖾ⚟ᗘ䛾㐪䛔䛿୍ேᙜ䛯䜚䛾ᖹᆒᡤᚓ䛸ᙉ䛔┦㛵䛜䛒䜛
䛭䛾୍᪉䛷䠈
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ୖୗ䛧䛶䜒䜋䛸䜣䛹ኚ䛧䛺䛔
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ᆅᇦ䛾⮬❧䛸Ꮫ䛾㈉⊩

䡚 䛂ά䛛䛩♫䛃䜈

䠍䠊୍ே䜂䛸䜚䛜䜘䜚Ⰻ䛟䠄ၿ䛟䠅⏕䛝䜛♫
䠎䠊ᣢ⥆ⓗ䞉Ᏻᐃⓗ䛷ᆒ⾮䛒䜛Ⓨᒎ 䠄➇த䛸ຠ⋡䜢㏣ồ䛩䜛ᕷሙ⤒῭䜢ά䛛䛧䛴䛴䚸䛭䛾ㄢ㢟䜢ඞ᭹䠅
䠏䠊䝤䝺䞊䜽䝇䝹䞊䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉㉳ᴗᐙ⢭⚄
䠐䠊Ṕྐ䞉ఏ⤫䛻ᇶ䛵䛔䛯㉁䛾㧗䛔ᩥ䛾ᙧᡂ䞉Ⓨಙ䛸┿䛾ᅜ㝿
䠑䠊ᆅᇦ䛾⮬❧䠄䛂⿵ᛶ䛾ཎ⌮䛃䛻ᇶ䛵䛟䠅
ୖグ䠍䡚䠑䛾䛔䛪䜜䜢䛸䛳䛶䜒Ꮫ䛾ᯝ䛯䛩䜉䛝ᙺ䛿ᴟ䜑䛶 䠄≉䛻ᆅ᪉䛾♫䞉⤒῭䞉ᩥ䠅

䜘䜚ᖜᗈ䛔▱㆑䛾ᯟ⤌䜏䜢䝧䞊䝇䛻䛧䛯ᵓ䞉⟇

䛂㠃ⓑ䛥䜢▱䜛ຊ䛃
῝䛔ᩍ㣴䜢㌟䛻䛡䛯ேᮦ

䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹ேᮦ

3

㧗ᗘ䛺ᑓ㛛ᛶ䜢᭷䛩䜛ேᮦ
4

䠍䠊䛺䛬ᆅᇦ䛾⮬❧䛛
䠄䠍䠅୰ኸᨻᗓ䛾䝇䝸䝮 䡚 ⾜ᨻάື䛾䠐䜢ᅜ䚸䠒䜢ᆅ᪉䛜ᢸ䛖
ᅜ⛯ 䠒䚸ᆅ᪉⛯ 䠐 䡚 䛽䛨䜜䛾ṇ䜒ㄢ㢟
䠄䠎䠅ᆅ᪉䜢⮬❧䛥䛫䚸ᆅᇦ䛾άᛶ䜢ᅗ䜛 䡚 ᆅᇦ♫䛾ᇶ┙⮬య䛜ᦂ䜙䛠
䠄䠏䠅᳃ᯘ䛾ಖ䜔㎰ᯘỈ⏘ᴗ䛾㧗ᗘ
䠄䠐䠅⮬❧䠄⿵ᛶ䛾ཎ⌮䠅䛸㌟㏆䛺ሙᡤ䛷䛾ၥ㢟ゎỴ
䠄䠑䠅୍ே䜂䛸䜚䛜䜘䜚Ⰻ䛟⏕䛝䜛♫䜢䛴䛟䜛
䞉䛂ᆅᇦ⏕䛸䛿䚸䛣䜜䛛䜙ጞ䜎䜛௦䛻䛚䛡䜛ே㛫䛾⏕ά䛾ሙ䛾㐀䛷䛒䜛䛃
䞉䛂⮬↛⎔ቃ䛾⏕䛸ᆅᇦᩥ䛾⏕䛜䚸ᆅᇦ♫⏕䛾㌴䛾୧㍯䛸䛺䜛䛃
䡚⚄㔝┤ᙪ䛄ᆅᇦ⏕䛾⤒῭Ꮫ䛅୰බ᪂᭩㻞㻜㻜㻞
䠎䠊⮬❧䛾䛯䜑䛾ㄢ㢟
䠄䠍䠅ୡ⏺䚸᪥ᮏ䚸ᆅᇦ䛾⌧≧䛻ᑐ䛩䜛ṇ☜䛺⌮ゎ
䠄䠎䠅」ᩘ䛾㛫㍈䜢ᣢ䛳䛶䝡䝆䝵䞁䞉䝥䝷䞁䜢ᥥ䛟
䡚 ▷ᮇ䠄䠍ᖺ䠅䚸୰ᮇ䠄䠏䡚䠑ᖺ䠅䚸㛗ᮇ䠄䠍䠌䡚䠎䠌ᖺ䠅䚸㉸㛗ᮇ䠄䠑䠌ᖺ䡚䠅
䠄䠏䠅⤒῭䞉㞠⏝ᇶ┙䚸⏕ά⎔ቃ䛾⥔ᣢ䞉ྥୖ䚸ேᮦ⫱ᡂ䛸㐃ᦠ䞉༠ാ
䠄䠐䠅Ꮫ䛜ึ୰ᩍ⫱ᶵ㛵䚸⮬య䚸⏘ᴗ⏺➼䛸༠ຊ䛧䛶⮬❧䜢ᨭ
5
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ྲྀ䜚ᕳ䛟⎔ቃ䛿ཝ䛧䛔䛜Ꮫ䛾ᙺ䛿㝈䜚䛺䛟䛝䛔

Ꮫᩘ䞉Ꮫ⏕ᩘ䛾≧ἣ䛸ᅜ❧䞉⚾❧䛾┈ᵓ㐀
Ꮫᩘ䠄ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘ䠅 䠄ᖹᡂ㻝㻝ᖺᗘ䠅
ᅜ❧
䠔䠒 䊹 䠕䠕
බ❧
䠕䠑 䊹 䠒䠒
⚾❧
䠑䠕䠕 䊹 䠐䠑䠓
ྜィ
䠓䠔䠌
䠒䠎䠎
Ꮫ⏕ᩘ䠄ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘ䠅 䠄ᖹᡂ㻝㻝ᖺᗘ䠅
ᅜ❧
䠒䠎䠏 䊹
䠒䠎䠍
බ❧
䠍䠐䠐 䊹
䠍䠌䠍
⚾❧ 䠎䠈䠍䠎䠒 䊹 䠍䠈䠕䠓䠕
ྜィ 䠎䠈䠔䠕䠏 䊹 䠎䠈䠓䠌䠍༓ே
ධᏛᐃဨᮍ㊊䛾⚾❧Ꮫ
䠄ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘ䠅 䠄ᖹᡂ㻝㻝ᖺᗘ䠅
䠎䠎䠏 䊹
䠔䠍
䠄㻟㻥㻚㻜㻑 䡚㞟ィᰯ㻡㻣㻞䠅

ᅜ❧Ꮫ䛾⤒ᖖ┈䛾ᵓ㐀䠄ᖹᡂ㻞㻜ᖺᗘ䠅
㐠Ⴀ㈝㔠
㻝㻝㻘㻟㻝㻤 䠄㻠㻞㻚㻞㻑䠅
Ꮫ⏕⣡㔠
㻟㻘㻠㻥㻡 䠄㻝㻟㻚㻜㻑䠅
㝃ᒓ㝔┈
㻣㻘㻠㻣㻜 䠄㻞㻣㻚㻤㻑䠅
ཷク◊✲➼┈
㻝㻘㻥㻝㻢
ᐤ㝃㔠┈
㻢㻜㻤
䛭䛾
㻞㻘㻜㻠㻝
⤒ᖖ┈ィ
㻞㻢㻘㻤㻠㻥 ൨
⚾❧Ꮫ䛾ᨭ≧ἣ䠄ᖹᡂ㻝㻥ᖺᗘ䠅
ᖐᒓධ
㻟㻞㻘㻟㻟㻡㻌㻌㻌൨
⣡㔠
䠄㻣㻢㻚㻡㻑䠅
⿵ຓ㔠
䠄㻝㻜㻚㻡㻑䠅
ᐤ㝃㔠
䠄 㻞㻚㻠㻑㻕
ᡭᩘᩱ
䠄 㻞㻚㻥㻑䠅
ᖐᒓᨭᕪ㢠ẚ⋡ 㻡㻚㻤㻑㻌䊻 㻞㻞ᖺᗘ 㻠㻚㻢㻑
ᖐᒓᨭ䢋䡮䢁䡹ᰯ 㻟㻠㻚㻡㻑㻌䊻 㻞㻞ᖺᗘ 㻟㻤㻚㻞㻑㻌

ᅜ㝿ⓗ䛺Ꮫ㛫➇த䛾⃭
䜾䝻䞊䝞䝸䝈䝮䚸ᕷሙ䝯䜹䝙䝈䝮䚸㻵㼀

⎔ቃ䞉㈨※➼ᆅ⌫つᶍ䛾ၥ㢟䛾ゎỴ
㧗ᗘ䛛䛴Ᏻᐃ䛧䛯ᅜ㝿♫䛾ᐇ⌧

᪂䛯䛺♫䝅䝇䝔䝮ᵓ⠏
⏘ᴗ䛾⫱ᡂ䛸ᆅᇦ䛾⮬❧
ேᮦ⫱ᡂ䝙䞊䝈䛾㧗ᗘ

༴ᶵⓗ䛺㈈ᨻ≧ἣ
䠍䠔ṓேཱྀ䛾ῶᑡ

 Ꮫ

Ꮫ䛾ᩍ⫱䞉◊✲䛾㉁䚸⤒Ⴀ䛾㉁䛻ᑐ䛩䜛ಙ㢗䛾☜❧䛜ྍḞ

䠄᪥ᮏ⚾❧Ꮫᰯ⯆䞉ඹ῭ᴗᅋ㈨ᩱ䜘䜚䠅
6

7

Ꮫ䛾Ṕྐ䡚㔠Ꮚඖஂ䛄Ꮫ䛾ᩍ⫱ຊ䛅䛱䛟䜎᪂᭩㻞㻜㻜㻣㻌ཧ↷

୰ᩍᑂ⟅⏦䛻䜏䜛㧗➼ᩍ⫱䛾ㄢ㢟
㻞㻜㻜㻞ᖺ 㻞᭶
ྠ
㻞㻜㻜㻞ᖺ 㻤᭶
ྠ

㧗➼ᩍ⫱䛾ῡ※䠖䝥䝷䝖䞁䛾䜰䜹䝕䝯䜲䜰䛾Ꮫᅬ䚸ᏍᏊ䛻䜘䜛ᩍ⫱ 䡚 ᩍᖌ䛸Ꮫ⏕䛸䛾ᑐヰ

᪂䛧䛔௦䛻䛚䛡䜛ᩍ㣴ᩍ⫱䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶
Ꮫ➼䛻䛚䛡䜛♫ேཷධ䛾᥎㐍᪉⟇䛻䛴䛔䛶

Ꮫ䛾ཎᆺ䠖୰ୡ䝶䞊䝻䝑䝟䛻䛚䛔䛶䚸Ꮫၥ䜢ᚿ䛩⪅䛜㞟䜎䛳䛶⮬ᚊⓗ䛺⤌⧊䠄⮬ᅋయ䞉
䜼䝹䝗䠅䜢ᙧᡂ䡚♫䛾⏕⏘ຊ䛜ྥୖ䚸┤᥋䛻䛿ᙺ❧䛯䛺䛔άື䜢ᨭ䛘䜛వ⿱
䠏䛴䛾♫ⓗ㟂せ
䐟㧗ᗘᑓ㛛⫋䛾㣴ᡂ䠄ἲᏛ䞉⚄Ꮫ䞉་Ꮫ䠅
䐠㈗᪘㝵⣭䛻䛚䛡䜛Ṋຊ䛛䜙ே᱁ⓗ䛺ឤᛶ䛸▱㆑䠄䛔䜟䜖䜛ᩍ㣴䠅䜈䛾䝅䝣䝖
䐡▱㆑䛭䛾䜒䛾䜈䛾せồ䛾ᣑ
ἲᏛ䞉⚄Ꮫ䞉་Ꮫ䛸䝸䝧䝷䝹䞉䜰䞊䝒䠄⮬⏤⛉䠅

Ꮫ㝔䛻䛚䛡䜛㧗ᗘᑓ㛛⫋ᴗே㣴ᡂ䛻䛴䛔䛶
Ꮫ䛾㉁䛾ಖド䛻ಀ䜛᪂䛯䛺䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏䛻䛴䛔䛶
䠄タ⨨ㄆྍ䛾ᅾ䜚᪉䚸➨୕⪅ホ౯ไᗘ䛾ᑟධ䠅

㻞㻜㻜㻡㻚ᖺ㻝᭶

ᡃ䛜ᅜ䛾㧗➼ᩍ⫱䛾ᑗ᮶ീ

㻞㻜㻜㻡ᖺ 㻥᭶

᪂௦䛾Ꮫ㝔ᩍ⫱䡚ᅜ㝿ⓗ䛻㨩ຊ䛒䜛Ꮫ㝔ᩍ⫱䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛶

㻞㻜㻜㻤㻚ᖺ㻝㻞᭶

Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛶䠄䛂Ꮫኈຊ䛃䠅

䠄ᶵ⬟ูศ䛸ಶᛶ䞉≉Ⰽ䛾᫂☜䚸㧗➼ᩍ⫱䛾㉁䛾ಖド䠅

ゝㄒ୕⛉䠄ᩥἲ䞉ಟ㎡Ꮫ䞉ᘚドἲ䠅䠇ᩘᏛᅄ⛉䠄⟬ᩘ䞉㡢ᴦ䞉ᗄఱ䞉ኳᩥᏛ䠅
㏆௦䛾Ꮫ䠖䐟⫋ᴗே䛾㣴ᡂ䚸䐠䝸䝧䝷䝹䞉䜰䞊䝒䚸䐡Ꮫ⾡ⓗ䛺┿⌮᥈✲䠄䝣䞁䝪䝹䝖⌮ᛕ䠅

㻞㻜㻝㻝ᖺ㻝᭶

ᚋ䛾Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䞉⫋ᴗᩍ⫱䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶

㻞㻜㻝㻝ᖺ㻝᭶

䜾䝻䞊䝞䝹♫䛾Ꮫ㝔ᩍ⫱

㻞㻜㻝㻞ᖺ㻟᭶

ண ᅔ㞴䛺௦䛻䛚䛔䛶⏕ᾭᏛ䜃⥆䛡䚸యⓗ䛻⪃䛘䜛ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛Ꮫ䜈
䠄Ꮫศ⛉Ꮫᩍ⫱㒊ᑂ㆟䜎䛸䜑䠅

⌧௦䛾Ꮫ䠖䜶䝸䞊䝖ẁ㝵䛛䜙䝬䝇ẁ㝵䜢⤒䛶䝴䝙䝞䞊䝃䝹ẁ㝵䜈

8

9

䛣䜜䛛䜙䛾Ꮫ䜢⪃䛘䜛ୖ䛷䛾どⅬ

䜺䝞䝘䞁䝇䛸䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ᇶᮏⓗᯟ⤌䜏

䠍䠊Ꮫ䝅䝇䝔䝮䛸ಶ䚻䛾Ꮫ䛾Ꮡᅾព⩏䛾᫂☜䚸䛭䜜䛻ᇶ䛵䛟♫ⓗྜព䛾ᙧᡂ
㻔㻝㻕㻌Ꮫ⾡◊✲䞉㧗➼ᩍ⫱䛾ព⩏䛸Ꮫ䛾ᙺ䛻ᑐ䛩䜛♫ⓗྜព
㻔㻞㻕㻌Ꮫ䛾ᶵ⬟ศ䚸䛭䜜䛮䜜䛾ಶᛶ䞉⊂⮬ᛶ䛾Ⓨ䛻䜘䜛Ꮡᅾ౯್䛾᫂☜
㻔㻟㻕㻌ᅜබ⚾❧䛸䛔䛖タ⨨ᙧែ䛭䜜䛮䜜䛾ព⩏䛾᫂☜䡚䜲䝁䞊䝹䝣䝑䝔䜱䞁䜾ㄽ䜢㉸䛘䛶
㻔㻠㻕㻌ᆅᇦ䛾⮬❧䛸Ꮫ䛾㈉⊩
㻔㻡㻕㻌䛣䜜䜙䜢㋃䜎䛘䛯Ꮫ㈈ᨻ䛾䛒䜚᪉
䠎䠊ᩍ⫱◊✲䛾㧗ᗘ䛸ᅜ㝿
㻔㻝㻕㻌ึ୰ᩍ⫱䞉㧗➼ᩍ⫱䞉♫䜈䛸⮳䜛䝥䝻䝉䝇䛾୰䛷䛾㧗➼ᩍ⫱䛾⨨䛵䛡䛸䛒䜚᪉
㻔㻞㻕㻌⫱ᡂ䛩䜉䛝ேᮦീ䚸Ꮫ⏕䛾┠ⓗព㆑䚸Ꮫ⏕䛾⮬❧䞉ᨭ䞉つᚊ
㻔㻟㻕㻌䝸䝧䝷䝹䞉䜰䞊䝒ᩍ⫱䛸⫋ᴗᩍ⫱䚸Ꮫ㝔䛾ᙺ䛸ᩍ⫱◊✲䛾䛒䜚᪉䚸♫ேᩍ⫱
㻔㻠㻕㻌㧗䛔◊✲ຊ䞉ᩍ⫱ຊ䜢᭷䛩䜛ேᮦ䛾⫱ᡂᙉ䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖◊✲䞉Ꮫ㝿◊✲
㻔㻡㻕㻌ᩍ⫱◊✲䛾ᅜ㝿䚸ேᮦὶ䛾ᖜᣑ䚸ᅜ㝿䜢ᨭ䛘䜛䝝䞊䝗䞉䝋䝣䝖ᇶ┙䛾ᙉ
䠏䠊䛣䜜䜙䛻㈨䛩䜛䜺䝞䝘䞁䝇䛸䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾☜❧
㻔㻝㻕㻌䜺䝞䝘䞁䝇 䠖 ἲே䞉Ꮫ䛻ᑐ䛩䜛つᚊ䛵䛡䚸㒊ᒁ⮬䛻ᑐ䛩䜛つᚊ䛵䛡䚸ᩍဨ䛾⮬ᚊ
㻔㻞㻕㻌䝬䝛䝆䝯䞁䝖䠖 䐟⌮ᛕ䞉䝡䝆䝵䞁䠄ᑗ᮶䛻䜟䛯䜛♫ⓗᏑᅾ౯್䛾᫂☜䠅
䐠⤌⧊䞉ไᗘ䞉䝅䝇䝔䝮䛾䝕䝄䜲䞁䠄タィ䠅䚸⤯䛘䛦䜛ᨵၿ䛾ᐃ╔
䐡䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠄ᐦᗘ䛾⃰䛔ᑐヰ䛸ಙ㢗䠅

⤌⧊┠ⓗ 䠄♫ⓗᏑᅾ౯್䠅䛾ᐇ⌧
┈䞉‶㊊

吐
吝
呎
吆
吲
呂
吗
呎
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¾⎔ቃኚ䛻㐺ᛂ䛧䛴䛴䠈䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䛾
┈☜ಖ䛧䠈⤌⧊䛾┠ⓗ䜢ᐇ⌧
䡚 ᭷ຠᛶ
䜺䝞䝘䞁䝇
䠄つᚊ䛵䛡䠅 ¾ேᮦ䠈䜒䛾䠈㈨㔠䠈ሗ➼䛾⤒Ⴀ㈨※䜢ຠ⋡ⓗ
䛻 ㄪ㐩䞉ά⏝
䡚 ຠ⋡ᛶ

⫋ሙᏛ⩦䠈
ᡂ㛗䠈Ⓨ㐩

ே
㛫

㈉⊩

¾ಶ䚻ே䜢ᑛ㔜䛧䠈㐺ṇ䛛䛴㏱᫂ᛶ䛾㧗䛔㐠Ⴀ
䛻䜘䜚䚸⤌⧊䛾ᛶ䜢☜ಖ
䡚 ᛶ

10

14

┈䞉‶㊊

䝬䝛䝆䝯䞁䝖

11

Ꮫᰯἲேไᗘ䛾ᴫせ

ᅜ❧Ꮫἲேไᗘ䛾ᴫせ
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３ 国立大学図書館の経営
東京大学附属図書館事務部長
 田中 成直 
１ はじめに
組織には社会的存在理由・使命が在る
 経営とは
 大学経営のレベル
 経営も図書館職員の仕事
２ 大学図書館の役割
人はなぜ図書館に来る？
なぜ図書館に来ないのか？
大学図書館の役割
３ 大学図書館をとりまく状況
国立大学、公立大学の法人化
護送船団方式→規制緩和・競争原理の導入
市場メカニズムの導入
少子化、高齢化
大学数、学生数の減少（短大も含める）
きびしい国家財政
情報通信技術の急速な進展
４ 予算、人、資料、サービス
 国立大学運営費交付金
科学研究費補助金
国立大学経常収益の推移
国立大学経常費用の推移
国立大学図書館の予算
国立大学図書館の職員数
図書受入冊数（一大学平均）
雑誌受入種類数（一大学平均）
電子ジャーナル利用可能タイトル数（一大学平均）
機関リポジトリ構築大学数
機関リポジトリのコンテンツ数（平成 21 年度末）
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休日開館実施状況
平日時間外開館実施状況
国立大学の業務委託の状況
５ 図書館職員の役割
図書館職員の仕事
 図書館職員にしかできない仕事か？ 非常勤職員、アウトソーシングでできる？
図書館職員に求められる資質
処遇
職員評価
人事異動
 課長登用
コミュニケーションをどう図るか
６ 課題解決・企画の実現に向けて
課題は身近なところにある。
課題への対応、企画
７ まとめ 経営も図書館職員の仕事
管理職は変化をどう認識し、どう決断するか
仕事の事、同僚の事、部下の事を考える
もっと議論を、そしてやってみなければわからない
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䞉ᾏእὴ㐵ᴗ䠄ᅜ❧Ꮫᅗ᭩㤋༠䠅
䞉䝅䞁䝫䝆䜴䝮䠄ᅜᅗ༠䚸ᅜබ⚾༠ຊጤ䠅
䞉䠪䠥䠥ᐇົ◊ಟ䠄Ꮫ⾡䝁䞁䝔䞁䝒ᴗ䜔Ꮫᅗ᭩㤋䝁䞁
䝋䞊䝅䜰䝮㐃ྜ䛻㛵䜟䜛ᐇົ䜢⤒㦂䠅 ༙ᖺ䇷ᩘ䛛᭶
䞉䞉䞉
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䠑 ᅗ᭩㤋⫋ဨ
䠍䠅ᅗ᭩㤋⫋ဨ䛾
㈨ᩱ䛾㑅᭩䚸㉎ධ䞉ዎ⣙䚸ᩚ⌮䛸┠㘓䚸
䝅䝇䝔䝮⏬䞉㛤Ⓨ䚸
⏝⪅䝃䞊䝡䝇䠄㈚ฟ㏉༷䛺䛹䠅䚸
䝺䝣䜯䝺䞁䝇䚸ሗ䝸䝔䝷䝅䞊ᩍ⫱䛺䛹
⏬䞉ᗈሗ
䞉䞉䞉

䠏䠅ᅗ᭩㤋⫋ဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁
䕿᥇⏝䛾⬟ຊ
ᅜᐙබົဨ᥇⏝䊡✀ヨ㦂䠄ே㝔䠅 䊻
ᅜ❧Ꮫἲே➼⫋ဨ⤫୍᥇⏝ヨ㦂䠄ᆅ༊䛾ᐇጤ
ဨ䛜ᐇ䠅䠇ḟヨ㦂䠄㠃᥋䠇ᅗ᭩⣔ᑓ㛛ヨ㦂䠅
䠆୍⯡ᩍ㣴䠇ᅗ᭩㤋ሗᏛ䛾▱㆑
ᛂເ⪅䛾ᆅ༊䛾೫䜚䠄㛵ᮾ⏥ಙ㉺䚸㏆␥ᆅ༊䠅
䊻 ᖺᗘ䜘䜚ᮍෆᐃ⪅ሗ䛾ᆅ༊䜈䛾ᥦ౪

䕿ᅗ᭩㤋⫋ဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䛸䛿䠛
䛂Ꮫᅗ᭩㤋䛜ồ䜑䜛ேᮦീ䛻䛴䛔䛶 Ꮫᅗ᭩㤋ဨ䛾䝁䞁䝢䝔䞁䝅䞊䛃
ᖹᡂ19ᖺ3᭶
ᅜ❧Ꮫᅗ᭩㤋༠ேᮦጤဨ 䠄http://wwwsoc.nii.ac.jp/janul/䠅
䠄䝁䞁䝢䝔䞁䝅䞊䠙㧗ᴗ⦼⪅䛾⾜ື≉ᛶ䠅
• ᑓ㛛ⓗ䝁䞁䝢䝔䞁䝅䞊䝰䝕䝹
A.⤒Ⴀ⟶⌮䠄䝡䝆䝵䞁䚸䚸ホ౯䚸ሗᡓ␎䚸ྜពᙧᡂ䚸㈈※☜ಖ䚸䝁䞁
䝥䝷䜲䜰䞁䝇䠅
B.ሗ㈨※䛾⟶⌮䠄ⶶ᭩ᵓ⠏䚸㢟▱㆑䚸ሗ㈨※ὶ㏻䚸䝙䞊䝈䛾ᢕᥱ䚸
◊✲ᡂᯝሗ䚸䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䚸≉Ṧ㈨ᩱ䠅
C.ሗ䝃䞊䝡䝇䛾㐠⏝䠄ሗ䝃䞊䝡䝇䛾㛤Ⓨ䞉㐠⏝䚸䜰䜽䝉䝇䝒䞊䝹䚸
ሗ㈨※ᥦ౪䚸䜲䞁䝍䝡䝳䞊䝇䜻䝹䚸ሗ䝸䝔䝷䝅䞊ྲྀᚓᨭ䚸⏝⪅୰ᚰ
䛾䝃䞊䝡䝇䠅
D.ሗ㏻ಙᢏ⾡䛾ά⏝䠄䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨ䚸ሗ⏝⎔ቃ䚸ᅜ㝿ᶆ‽䚸䝉
䜻䝳䝸䝔䜱䠅
• ୍⯡ⓗ䝁䞁䝢䝔䞁䝅䞊䝰䝕䝹
E.䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁 F.㐃ᦠ䞉༠ຊ G.ၥ㢟ゎỴ H.⥅⥆Ꮫ⩦ I.ᰂ㌾ᛶ䞉
✚ᴟᛶ J.ᡓ␎⟇ᐃ K.㐀ᛶ䞉㠉᪂ᛶ L.ど㔝䛾ᗈ䛥 M.⾲⌧ຊ䞉΅
ຊ N.බᖹᛶ O.䝏䞊䝮䝽䞊䜽 P.ㄪᰝ◊✲

䕿ᅗ᭩㤋⫋ဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䛸䛿䠛 䠎
䛂Ꮫᅗ᭩㤋䛾ᩚഛ䛻䛴䛔䛶 䠄ᑂ㆟䛾䜎䛸䜑䠅 ኚ㠉䛩䜛Ꮫ䛻䛒䛳䛶ồ䜑
䜙䜜䜛Ꮫᅗ᭩㤋ീ䛃
ᖹᡂ22ᖺ12᭶ ⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᑂ㆟ Ꮫ⾡ሗᇶ┙సᴗ㒊

䞉 Ꮫ⩦ᨭ䛻䛚䛡䜛ᑓ㛛ᛶ䠄ᩍ⫱◊✲䛾ᑓ㛛ศ㔝䚸
䛩䛺䜟䛱䝃䝤䝆䜵䜽䝖䛻㛵䛩䜛▱㆑䠅
䞉 ᩍ⫱䜈䛾㛵䛻䛚䛡䜛ᑓ㛛ᛶ䠄ሗ䝸䝔䝷䝅䞊ᩍ
⫱䚸ᩍ⫱ㄢ⛬䛾⏬ᐇ䚸䝟䝇䝣䜯䜲䞁䝎䞊䛾సᡂ䠅
䞉 ◊✲ᨭ䛻䛚䛡䜛ᑓ㛛ᛶ䠄ሗ㈨※䜈䛾䝘䝡䝀䞊
䝅䝵䞁ᶵ⬟䚸䝕䜱䝇䜹䝞䝸䞊ᶵ⬟䛾ᙉ䚸ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖
䝸䛾ᵓ⠏䚸་Ꮫ䚸ἲᏛ䛺䛹ᑓ㛛ศ㔝䛾ᅗ᭩㤋⫋ဨ䛾
㔜せᛶ䠅

䠆 ⌮䛸⌧ᐇ䜢ᇙ䜑䜛ᆅ㐨䛺ດຊ䜢
䋻 䛂㧗ᗘ䛺ᑓ㛛ᛶ䛃䜢ᙉㄪ䛷䛝䜛䝫䝇䝖䛿ᑡ䛺䛔䚹
≉ᐃศ㔝䛾㑅᭩䜔䝺䝣䜯䝺䞁䝇䛜䛷䛝䜛䚸᪥ᖖ䛾
ⱥヰ䛜䛷䛝䜛䚸⛬ᗘ䛾▱㆑䛿ᚲせ
䠆 䛔䜝䛔䜝䛺䠄ಀ䠅䜢⤒㦂䛧䚸䛛䛴ᅗ᭩㤋䛾䝬䝛
䝆䝯䞁䝖䠄⏬䠅䛜䛷䛝䜛ேᮦ䛜ྍḞ䚹

䠐䠅ฎ㐝
䕿⫋ဨ䛾䜔䜛Ẽ䛸䝰䝏䝧䞊䝅䝵䞁䜢㧗䜑䜛䛻䛿䠛
䛂ᑓ㛛⫋䛃䛸䛧䛶䝫䝇䝖䛻䛴䛛䛺䛟䛶䜒୍ᐃ䛾ฎ㐝䛜ཷ
䛡䜙䜜䛯䛜䝥䝷䝇䠋䝬䜲䝘䝇䠛
㒊ᒁ䛸ẚ䜉䛶䝫䝇䝖䛾ᩘ䛜ᑡ䛺䛔䟿
䋻 䝫䝇䝖䛸ᶒ㝈䚸㈐ົ䛸ฎ㐝䛾ᑐᛂ䛡䜢᫂☜ 䠇
䝫䝇䝖䛾ቑ
⟶⌮⫋䇷ㄢ㛗䠋ᑓ㛛ဨ䇷ᰝ䇷ಀ㛗䠋ᑓ㛛⫋ဨ
䇷௵䇷୍⯡⫋ 䠄ᮾிᏛ䠅
䠆 ᅗ᭩㤋䜒⤌⧊䚹䛂ᑓ㛛⫋䛃䛸䛔䛳䛶䜒⤌⧊䛾୍ဨ䚹⌧
ሙ㈐௵⪅䛷䛒䜛䝸䞊䝎䞊䛜䛂Ỵ᩿䛩䜛䛃䚸䛂ពᛮỴᐃ䛻
㛵䜟䜛䛃䛣䛸䛜ษ䚹
ᅗ᭩㤋䛾䛣䛸䛿ᅗ᭩㤋⫋ဨ䛜⪃䛘䚸⤒Ⴀ䜎䛷ศᢸ䛩
䜛䚹

䕿ᅗ᭩㤋⫋ဨ䛾䜻䝱䝸䜰䝟䝇
䛂Ꮫᅗ᭩㤋䛾ᩚഛ䛻䛴䛔䛶 䠄ᑂ㆟䛾䜎䛸䜑䠅 ኚ㠉䛩䜛Ꮫ䛻䛒䛳䛶
ồ䜑䜙䜜䜛Ꮫᅗ᭩㤋ീ䛃
ᖹᡂ22ᖺ12᭶ ⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᑂ㆟ Ꮫ⾡ሗᇶ┙సᴗ㒊

䞉Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ົ⣔⫋ဨ䛸䛿␗
䛺䛳䛯ᯟ⤌䜏䜢⪃䛘䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䠅་Ꮫศ㔝䜔ἲᏛศ㔝䛺䛹䛾ᑓ㛛ᛶ䜢᭷䛩䜛
⪅䛿䚸」ᩘᏛ㛫䛷␗ື
䠅ᅗ᭩㤋⫋ဨ䛜ᩍဨ䛻䛺䛳䛯䜚䚸ᩍဨ䛜ᅗ᭩㤋
⫋ဨ䛻䛺䛳䛯䜚䞉䞉䞉

䕿ḟୡ௦䝸䞊䝎䞊⫱ᡂ◊ಟ䠄ᮾிᏛ䛾᪂䛯䛺
Ⓩ⏝ไᗘ䠅
┠ ⓗ䠖ḟ௦䛾ಀ㛗䜢ᢸ䛖୰ሀ⫋ဨ䛜䚸ಀ㛗⣭䛻ồ䜑
䜙䜜䜛䝬䝛䝆䝯䞁䝖どⅬ䜢䛒䜙䛛䛨䜑⌮ゎ䛧䚸₇⩦䜢㏻
䛨䛶⮬ᕫ䛾䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ഴྥ䠄ಶே≉ᛶ䚸ၥ㢟ゎỴ
ຊ䚸ᴗົ㐙⾜ຊ䠅䠅䜢ㄆ㆑䛩䜛䛣䛸䛷䚸⫋ሙ䛷䛾ᚋ䛾
⬟ຊ㛤Ⓨ➼䛻ᙺ❧䛶䜛䚹
ᛂເ㈨᱁䠖ົ⣔⫋ဨ䠄ᅗ᭩⣔ྵ䜐䠅䚸ᢏ⾡⣔⫋ဨ䛾䛖
䛱ಀ㛗䜈䛾᪼௵䜢ᕼᮃ䛩䜛⪅
ෆ ᐜ䠖ㅮ⩏䠄ಀ㛗䛻ồ䜑䜙䜜䜛⬟ຊ䠅䚸ಶே₇⩦䚸䜾
䝹䞊䝥ウ㆟䚸䜾䝹䞊䝥Ⓨ⾲䛸䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽
◊ಟᚋ䠖ྛே䛾䝬䝛䝆䝯䞁䝖ഴྥ䛿ᮏே䜔㒊ᒁ䛻䝣䜱䞊
䝗䝞䝑䜽䛧䚸⬟ຊ㛤Ⓨ➼䛻⏕䛛䛩䚹

䠑䠅⫋ဨホ౯
䕿⫋ဨホ౯䠄┠ᶆ⟶⌮䠅ไᗘ䛾ᑟධ
ἲே䛷Ꮫ䛾㔞ᛶ䛜ቑ䛧䚸⫋ဨ䛻䜒୍ᒙ䛾
ᑓ㛛ⓗ▱㆑䜔⬟ຊά⏝䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹ᖺ䠍䠂䛾ே
௳㈝๐ῶ䚹
䋻 ⤌⧊య䛾䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇䛾ྥୖ䚸⫋ဨ୍ே䜂䛸
䜚䛾యⓗ䛺⬟ຊ㛤Ⓨ䞉ᴗົ㐙⾜䛾䛯䜑䛻⾜䛖䚹
䠄ᮾிᏛ䛾䠅
⤌⧊┠ᶆ᥎㐍䝅䞊䝖䠄ㄢ䚸ಀ䚸䝏䞊䝮䠅
⫋ົ⾜ື䝅䞊䝖 䠇 ᅗ᭩⣔ᑓ㛛㡯┠䝅䞊䝖䠄ಶே䠅
ᮇ㤳㠃ㄯ䠄┠ᶆタᐃ䠅䊻୰㛫ホ౯䊻ᮇᮎホ౯
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䠒䠅ே␗ື

䞉ྛே䛾䜻䝱䝸䜰䜰䝑䝥䜔⤌⧊㐠Ⴀ䠄䝟䝣䜷䞊
䝬䞁䝇䛾ྥୖ䠅䛾䛯䜑䛻⾜䛖䚹
䞉␗ື䜔᪼௵䛿ᅗ᭩㤋䛰䛡䛷䛿Ỵ䜑䜙䜜䛺䛔
䞉䜒䛿䜔ᖺຌᗎิ䛷䛿䛺䛔
䞉ⱝᡭ䠖2䚸3ᖺ䛷␗ື䚸䛔䜝䛔䜝䛺ಀ䚸ᑠᅗ
᭩㤋䞉ᐊ䜢⤒㦂
䞉୰ሀ䠄ಀ㛗䠅䠖䜒䛖ᑡ䛧㛗䛔䝇䝟䞁
䞉Ꮫ䞉ᶵ㛵䛸䛾ேὶ䠄䠍䠌Ꮫ䞉ᶵ㛵䠅
䞉◊ಟฟྥ䠄ᩥ⛉┬䚸䠦䠱䠯䠰䠥䠟䠡䠅

䠔䠅䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢䛹䛖ᅗ䜛䛛
䞉䛾䚸ྠ䛾䚸㒊ୗ䛾䜢⪃䛘䜛䛜䝁䝭䝳
䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᇶᮏ
䞉ᅗ᭩㤋䛿୍䛴䛾⤌⧊䚹⤌⧊䛷䛒䜛௨ୖ䚸ㄡ䛛䛜
䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥䜢ྲྀ䜛䚹ྠ䜔㒊ୗ䛸䛾㛫䛷䝁䝭䝳䝙
䜿䞊䝅䝵䞁䛜ྲྀ䜜䛺䛔䛸䚸⤌⧊䛷䛿䛜䛷䛝䛺䛔䚹
䞉ୖྖ䜔ඛ㍮䛿䚸ᚋ㍮䜢⫱䛶䜛䜒

䠎䠅ㄢ㢟䜈䛾ᑐᛂ䚸⏬
䜰䠅⟃ἼᏛ䛾
䕿㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䛾ᩚഛ᪉㔪䠄➨ᮇ䠖ᖹᡂ21䞊24ᖺ䠅
ᩍ⫱◊✲ホ㆟䛾䜒䛸䛻WG䠄⌮䛜ᗙ㛗䠅䜢స䛳䛶᳨ウ䚹
◊✲⛉㈇ᢸศ䛻ᑐ䛩䜛බᖹឤ
ᩚഛᑐ㇟䠖H18Ͳ20ᖺ䛻ᇶᖿ䛸䛧䛯EJ䞉DB䛻ຍ䛘Natureጜጒㄅ䚸
JSTOR䚸EBSCOhost䛾BusinessSourcePremier䚹
㟁Ꮚ∧䛾䜏䛸䛧䚸Ꮚయ䛿ᚲせ䛸䛩䜛◊✲⛉䛜㉎ධ䚹
Ꮫඹ㏻⤒㈝䠄◊✲⛉㈇ᢸ䛺䛧䠅䛾ᐇ⌧䚹
䕿䝁䞊䝠䞊䝅䝵䝑䝥䜸䞊䝥䞁䠄ᖹᡂ20ᖺ䠅
⏝⪅䛾䝙䞊䝈䛸䛔䛖䜘䜚䛿䚸ᅗ᭩㤋ഃ䛾ពྥ
䛂䝁䞊䝠䞊䛾㤶䜚䛾䛩䜛ᅗ᭩㤋䛃
⏝⪅䛾䝸䝣䝺䝑䝅䝳䠃ධ㤋⪅䛾ቑຍᮇᚅ
Ꮫ⏕䚸ᩍ⫋ဨ䛾䛯䜑䛾⚟ཌ⏕タ
䕿୰ኸᅗ᭩㤋䛾⪏㟈ᨵಟᕤ䠄ᖹᡂ20Ͳ22ᖺ䠅
㛤㤋䛧䛺䛜䜙䛾ᕤ
ᅗ᭩㈨ᩱ䛾ᗫᲠ䛸Ꮫෆእ䜈䛾㛤
᭩ᯫ䜔ொჾ㢮䛾᭦᪂
㤋ෆ䝺䜲䜰䜴䝖䛾ぢ┤䛧䠄䝷䞊䝙䞁䜾䝁䝰䞁䝈䠛䠅
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䠓䠅ㄢ㛗Ⓩ⏝
䞉බເ䠄⮬⸀䠅
䞉㒊ᒁ䛛䜙᥎⸀䠄ᮏே䛾ྠព䠅
䊻 ᙺဨ㠃᥋
䊻 ᆅ༊ྡ⡙Ⓩ㍕
䊻 ㄢ㛗Ⓩ⏝

䠒 ㄢ㢟ゎỴ䞉⏬䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶
䠍䠅ㄢ㢟䛿㌟㏆䛺䛸䛣䜝䛻䛒䜛䚹
䕿⟶⌮⫋䛿᳔Ꮚ䛻ᗙ䛳䛶䛔䛺䛔䛷䚸ᅗ᭩㤋䛾୰䜢
㝮䚻䜎䛷Ṍ䛝ᅇ䜛䚹
䛔䜝䛔䜝䛺䛻Ẽ䛵䛟䛿䛪䚹⏝⪅䛾䛣䛸䚸タ䛾
䛣䛸䚸䞉䞉䞉
䕿ㄢ㢟䜢▱䜛ᮦᩱ䛿䛯䛟䛥䜣䛒䜛䚹
ྛ✀⤫ィ䝕䞊䝍䠄ධ㤋⪅ᩘ䚸㈚ฟᩘ䠅䠋䜰䞁䜿䞊
䝖ㄪᰝ䠋⫋ဨᩘ䛾᥎⛣䠋タ䛾≧ἣ
䕿ᅗ᭩㤋䞉ㄢ䞉ಀ䛾ᴫせ䜢స䜛䛸䚸ㄢ㢟䛜ぢ䛘䛶䛟䜛
ᘬ⥅䛞⏝䚸㤋㛗ㄝ᫂⏝䚸䞉䞉䞉
䕿⫋ဨ䛸䜒䛳䛸ヰ䜢䛩䜛䚹
㆟ㄽ䛾୰䛛䜙ㄢ㢟䜔䜰䜲䝕䜰䛜ฟ䛶䛟䜛䚸ᡓ␎䛜
⏕䜎䜜䜛䚹

䜲䠅ᮾிᏛ䛾
䕿Ꮫ⏕⏝ᅗ᭩㈝䛾☜ಖ䠄ᖹᡂ20ᖺ䠅
⥲㛗㔞⤒㈝䛻䜘䜙䛺䛔䚸ᜏᖖⓗ⤒㈝䛾ᥐ⨨䠄㥖ሙ2༓䚸
⥲ྜ2༓䚸᯽ᅗ᭩㤋1༓䠅䚸䝆䝳䝙䜰䠰䠝䛻䜘䜛㑅᭩
䕿ᅗ᭩䛾Ꮫ㞟୰㉎ධ䝅䝇䝔䝮
⥲ྜᅗ᭩㤋䠖ᖹᡂ16ᖺ䚸㒊ᒁᅗ᭩ᐊ䠖ᖹᡂ20ᖺ䛻ᐇ⌧䚸ᘬ
⋡䛾䜰䝑䝥
䕿䜻䝱䞁䝟䝇㛫㓄㏦䝃䞊䝡䝇䠄ᖹᡂ21ᖺ䠅
㥖ሙ䠉ᮏ㒓䠉᯽䜻䝱䞁䝟䝇㛫䛷䛾㈚ฟᅗ᭩䛾㓄㏦䝃䞊䝡䝇
䕿⌮⣔ಖᏑᅗ᭩㤋䠄᯽ᅗ᭩㤋䠅䠄ᖹᡂ17ᖺ䠅
100ⶶ䛾⮬ື᭩ᗜ
⌮⣔㞧ㄅ䝞䝑䜽䝘䞁䝞䞊䛾ಖᏑ
eͲDDS䝃䞊䝡䝇
䕿ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸䛾බ㛤䠄ᖹᡂ18ᖺ䠅

䕿Ꮫඹ㏻⤒㈝䛻䜘䜛ᇶ┙ⓗᏛ⾡㞧ㄅ➼䛾ᩚ
ഛ䠄➨ᮇ䠖ᖹᡂ24ᖺ䠉27ᖺ䠅
䐟ᩚഛᑐ㇟䠖ᇶ┙ⓗᏛ⾡㞧ㄅ䠄㟁Ꮚ䠇Ꮚ䠅䚸䝕䞊䝍
䝧䞊䝇䚸ᆺ䝁䝺䜽䝅䝵䞁䠄㟁Ꮚ୰ᚰ䠅䚹
Ꮚ䠄㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䛒䜚䠅䜢ᑐ㇟䛛䜙እ䛩䚹䠄ᚲせ䛸
䛩䜛㒊ᒁ䛜㉎ධ䠅
䐠ண⟬䠖ᮏ㒊ண⟬䠇ྛ㒊ᒁ䛾ண⟬
ྛ㒊ᒁ䛾ศᢸ㔠䛾⟬ฟ᪉ἲ䜢䚸㐣ཤ䛾Ꮚయ㉎ㄞᐇ
⦼䜢ᫎ䛧䛯᪉ᘧ䛛䜙䚸ண⟬つᶍ䛸ᵓᡂဨᩘ䠄ᩍဨ+
Ꮫ㝔⏕䠅䛾᪉䜢ᇶ‽䛸䛩䜛᪉ᘧ䛻ኚ᭦䚹
ᮏ㒊ண⟬ኚ᭦䛺䛧䚹
㈇ᢸቑ㒊ᒁ䛻䛿⃭ኚ⦆ᥐ⨨䚹

䜴䠅ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䜈䛾ᑐᛂ
䠆⿕ᐖ≧ἣ䚸⿕ᐖ⪅䜈䛾ຓሗ䛾ඹ᭷
䠆㟁䛻䛺䜜䜀䝃䞊䝞䛜䛘䛺䛔
䕿ᮾிᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ཬ䜃ி㒔Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
䛻䜘䜛⿕⅏Ꮫ䛾◊✲⪅䞉་⒪ᚑ⪅䜈䛾㟁Ꮚ
䝆䝱䞊䝘䝹䛾↓ᩱᥦ౪
䕿ி㒔Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋䛻䜘䜛ᅜ❧Ꮫᅗ᭩㤋༠
䠄ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ᑐᛂ䠅HP䛾❧䛱ୖ䛢
䕿⿕⅏Ꮫᡤᒓ⪅ྥ䛡䛾ᅗ᭩㤋䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛻
䛴䛔䛶ሗ䜢㟈⅏ᑐᛂHP䜈ᥖ㍕
䕿ဨ㤋䛾⿕ᐖ≧ἣ䛻䛴䛔䛶㟈⅏ᑐᛂHP䜈ᥖ㍕

䕿᪂ᅗ᭩㤋䛾ᵓ䠄᳨ウ୰䠅
䞉⥲ྜᅗ᭩㤋๓ᗈሙ䛾ᆅୗ2䠈3㝵䛻300ᐜ䛾
⮬ື᭩ᗜ
䞉ᆅୗ1㝵䛿䜰䜹䝕䝭䝑䜽䝁䝰䞁䝈
◊✲⪅䚸Ꮫ⏕䛜㞟䛔ὶ䛩䜛㛤䛛䜜䛯ሙ
Ꮫ⩦ᩍ⫱◊✲άື䜢ᨭ䛩䜛✵㛫
4䛴䛾ᰕ䠄▱䛾/▱䛾Ḽ䠅
䐟䜾䝹䞊䝥䞉䝉䝑䝅䝵䞁䞉䝇䝨䞊䝇
䐠䜲䝧䞁䝖䞉䝇䝔䞊䝆
䐡䝏䝳䞊䝍䝸䞁䜾䞉䝌䞊䞁
䐢䝤䝑䜽䞉䝣䜷䝺䝇䝖䞉䜶䝸䜰
䞉⥲ྜᅗ᭩㤋䛾ᨵಟ䛻䜘䜛䜰䝯䝙䝔䜱䛾ྥୖ䛸䜰䝆䜰
◊✲ᅗ᭩㤋䛾ᵓ
䞉㈨ᩱ䛾䝕䜱䝆䝍䝹
http://www.lib.uͲtokyo.ac.jp/contents/ac.html

䜎䛸䜑 ⤒Ⴀ䜒ᅗ᭩㤋⫋ဨ䛾
䠍䠅⟶⌮⫋䛿ኚ䜢䛹䛖ㄆ㆑䛧䚸䛹䛖Ỵ᩿䛩䜛䛛
䞉⌧ሙ䛾䛣䛸䜢▱䜛
䞉㤋㛗䛜ពᛮỴᐃ䚸Ỵ᩿䛷䛝䜛ᮦᩱ䜢ᥦ౪
䞉Ꮫ㛗䜔⌮䚸◊✲⛉㛗䛺䛹䛾⌮ゎ䜢ᚓ䜛
䞉⏬ຊ䞉ᐇ㊶ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛
䞉ⱝ䛔䛖䛱䛛䜙Ỵ᩿䛩䜛⤒㦂䜢䟿
䠎䠅䛾䚸ྠ䛾䚸㒊ୗ䛾䜢⪃䛘䜛
䞉୰ሀ⫋ဨ䛾ᙺ䛿ᚋ㍮䜢⫱䛶䜛
䞉䛷䛝䜛㒊ୗ䛻䛿ㄢ㢟䜔䜢ぢ䛴䛡䛥䛫䜛
䞉䛷䛝䛺䛔㒊ୗ䛷䜒ᡭྲྀ䜚㊊ྲྀ䜚㠃ಽ䜢䜏䜛䛸ᡂ㛗䛩䜛䚹 ᩍ
⫱䛸◊ಟ䛜ྍḞ
䠏䠅䜒䛳䛸㆟ㄽ䜢䚸䛭䛧䛶䜔䛳䛶䜏䛺䛡䜜䜀䜟䛛䜙䛺䛔
䞉㆟ㄽ䛾୰䛛䜙ᡓ␎䛜⏕䜎䜜䜛䚸䜰䜲䝕䜰䛜ฟ䛶䛟䜛
䞉ヰ䛧䛶䛔䜛ᮏே䛜᪂䛧䛔䜰䜲䝕䜰䛻Ẽ䛵䛟
䞉䛷䛝䛺䛔⌮⏤䜢⪃䛘䜛䜘䜚䚸䝏䝱䝺䞁䝆䛧䛶䜏䜛䛣䛸䟿
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㸲 ⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⤒Ⴀ
ᩥᩍᏛ㉺㇂ᅗ᭩㤋ㄢ㛗⿵బ
㕥ᮌ ṇ⣖
suzuki@lib.bunkyo.ac.jp
ࡵࡌࡣڦ
͐Ꮫᅗ᭩㤋ࡣࡁ࡞ኚࡢ௦ࢆ㏄࠼㸪㧗➼ᩍ⫱ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⊃㛫࡛㸪㧗➼ᩍ⫱ࡸሗ⎔ቃࡢኚ
ࡼࡾ㸪Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ᪂ࡓ࡞せồࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ͐
a) ኚ
1㸧 Ꮫ㐠Ⴀ࡛ࡣ㸪㧗➼ᩍ⫱ࡸሗ⎔ቃࡢኚࡼࡿᩍ⫱ࡢᵓ㐀ኚ
2㸧 ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂ࡛ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ሗᏛᩍ⫱ࡢᵓ⠏ࡀ㐍⾜୰
3㸧 ᩍ⫱ࡸせㄳࡢኚࡢᑐᛂࡼࡾ㸪Ꮫᅗ᭩㤋ࡢᙺᶵ⬟ࡀ㧗ᗘ
㹠)せồ
  1)ᅗ᭩㤋ồࡵࡽࢀࡿ㧗ᗘ࡞ᶵ⬟
  2)ᅗ᭩㤋ဨồࡵࡽࢀࡿ᪂ࡓ࡞⬟ຊ
 ኚせồࡢ㢧ᅾࡶࢃࡽࡎ㸪Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⌧ሙ࡛ࡣ㸪㧗➼ᩍ⫱࠾࠸࡚ᯝࡓࡍࡁᅗ
᭩㤋ᶵ⬟ࡢඹ㏻⌮ゎࡀᏛෆ࡛᫂☜࡞ࡲࡲ㸪ࡲࡓ㸪ᅗ᭩㤋ࡸᅗ᭩㤋ဨࡢ⨨࡙ࡅࡀᏛ࡛ㄆ▱
ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ㸪ࡁ࡞ኚࡢ௦ࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿࠋᚋࡢᏛᅗ᭩㤋ࡣ㸪タ⨨ẕయࡢཝࡋ࠸㈈ᨻ≧
ἣࢆᫎࡋ࡚㸪Ꮫ࠾ࡅࡿ༢࡞ࡿ୍ࡘࡢタࡋ࡚㐠Ⴀࡉࢀ㸪༢⊂ࡢ⤒Ⴀ㡿ᇦࡋ࡚⊂❧ࡋ࠼
࡞࠸⤌⧊ኚᐜࡍࡿ᭱ᝏࡢࢩࢼࣜ࢜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᪩ᛴ࡞ኚせồࡢᑐᛂࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
(㛗㇂ᕝ㇏♸ࠗᏛᅗ᭩㤋ဨࡢ⌧≧ㄆ㆑㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝ ሗ࿌᭩࠘
㸦2011 ᖺᗘ ⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋
༠◊✲ຓᡂ㸪2012.4㸧  http://www.jaspul.org/josei/houkoku2012.pdf
ڦᮏ᪥ࡢᵓᡂ
㸯㸬⤌⧊ࡢࠕ⤒Ⴀ㈨※ࠖࡣ㸸Ꮫ࠾ࡅࡿ⌧≧
㸰㸬⚾❧Ꮫ⤒Ⴀࡢ⌧≧
㸱㸬⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⤒Ⴀ㈨※ࡢ⌧≧
㸲㸬ᩥᩍᏛ㉺㇂ᅗ᭩㤋ࡢ⌧≧ㄢ㢟㸸ࡦࡘࡢࡋ࡚
㸯㸬⤌⧊ࡢࠕ⤒Ⴀ㈨※ࠖࡣ㸸Ꮫ࠾ࡅࡿ⌧≧
¾ ⤌⧊ࡢ⤒Ⴀ㈨※ Ѝ ࣄࢺ㸪ࣔࣀ㸪࢝ࢿ
¾ ࣔࣀ㸪࢝ࢿࡣᚲせ࡞ࡶࡢㄆ㆑ࡉࢀࡿࡢࡣẚ㍑ⓗᐜ࡛᫆࠶ࡾ㸪࡞ࢇㄪ㐩ࡋࡼ࠺࠸
࠺ດຊࡀࡉࢀࡿࠋ(ex.ᘓ≀㸪㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ)
¾ ୍᪉㸪ࣄࢺࡣ㸪⤒Ⴀ㈨※㸦ேⓗ㈨※㸧ࡋ࡚ࡁࡕࢇㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀᝒࡋ࠸⌧≧
㸦ே௳㈝㸻ࢥࢫࢺ Ѝ ࡞ࡿࡃῶࡽࡋࡓ࠸㸪࠸࠺⤒Ⴀ⪅ࡢ᪉㔪㸧
¾

ࡑࡢ➃ⓗ࡞⌧ࢀࡣࠕ⤌⧊ࢆືࡍࡓࡵᚲせ࡞ປാຊᑐࡍࡿᨭฟࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ
๐ῶࡢࡳࢆ┠ⓗࡋࡓࠖᴗົጤク࡛࠶ࡿࠋ

¾
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ᴗົጤク㈝ࡢࠕᐇ㉁ࠖࡣேࡿ⤒㈝࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ㸪ࡇࢀࡣᏛࡢ⤒⌮ୖ㸪
ࠕᴗ
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ົጤク㈝ࠖࡋ࡚ィୖ࣭ᇳ⾜ࡉࢀࡿ㸦
ࠕே௳㈝ࠖࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸧㸻ぢࡅࡢே௳㈝
⋡ࢆୗࡆࡿࡇ㈨ࡍࡿࠋ
¾

ࡲࡓ㸪ேဨᩘࡢ⤫ィࡶྠࡌ࡛࠶ࡾ㸪ᅗ᭩㤋ᴗົ㐙⾜ࡢࡓࡵࡢேⓗ㈨※ࡢᐇែࡀࢃ
ࡾࡃࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

¾

ᴗົጤクᑐࡍࡿ⤒ႠᒙࡢࠕㄗゎࠖЍ ᴗົጤクࡢ࣐࣮ࢣࢵࢺࡣ㸦ඃ⚽࡞㸧ேᮦ
ࡣ↓ᑾⶶ࠸ࡿࠋ
㸦࠶ࡿ࠸ࡣேࡢ㉁ࢆồࡵ࡞࠸㸽 ࠺࠸ࡗࡓ⬟ຊࡀᚲせࢆࡑࡶ
ࡑࡶ⪃࠼࡞࠸㸽㸧


¾

ศ࡞ฎ㐝ࡀ࡞࠸ࡇࢁඃ⚽࡞ேᮦࡣ㞟ࡲࡽ࡞࠸

ࡑࢀ࡛ࡶ㸪㛤㤋᪥ᣑ㸪㛤㤋㛫ᘏ㛗ᰂ㌾ᑐᛂ࡛ࡁࡿ㸪⏝⪅ࡢ᥋㐝ࡀࡼࡃ
࡞ࡗࡓ㸪࠸ࡗࡓ⫯ᐃⓗホ౯ࡀࡉࢀࡿࡢࡣᐇ㸦ཷク♫㸪ࢫࢱࢵࣇࡣດຊࢆࡋ࡚
࠸ࡿ㸧

¾

ᴗົཷク㛵ࡍࡿከゅⓗホ౯ࡢᚲせ Ѝ ఱࡀࡼࡃ࡞ࡗࡓ㸭ఱࢆኻࡗࡓ㸦࠶ࡿ࠸
ࡣࡇࢀࡽኻ࠺㸧ࡢࠋ


ࠕ࠶࡞ࡓࡢᅗ᭩㤋ࠖࡢయຊపୗ࣭㝈⏺࡛ࣞ࣋ࣝࡢ⤒Ⴀ



ࠕᏛᅗ᭩㤋⏺ࠖࡢయຊపୗ㸦
ࠕᏛᅗ᭩㤋ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᔂቯࠖ
㸧ࢆᣍ᮶
z

ᴗົጤクࡣ㸪ᇶᮏⓗ㸪⮬⤌⧊ࡢࡇࡔࡅࢆ⪃࠼ࡓᥐ⨨

z

ᅗ᭩㤋ࡣࣚࢥࡢࡘ࡞ࡀࡾ㸦⤌⧊⤌⧊࣭ேே 㸻ࢥ࣑ࣗࢽࢸ㸧ࡀ࠶
ࡗ࡚ࡇࡑⓎᒎࡍࡿ

¾

ᙜ㠃ࡍࡿ⌧ᐇᑐࡋ࡚㸪࡞ࡼࡾࡶᏛ㸪ᅗ᭩㤋㸪ཷクᴗ⪅㸪ཷクࢫࢱࢵࣇࡢ
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆ☜❧ࡍࡿࡀษ㸦ጇᙜᛶࡢ࠶ࡿጤク㈝㸪ࡢ㉁ࡢ☜ಖ㐺ษ
࡞ホ౯㸪ேேࡢዲⓗ࡞ࢃࡾ㸧


㸰㸬⚾❧Ꮫ⤒Ⴀࡢ⌧≧
㸰㸬㸯㸬Ꮫࢆࡵࡄࡿ≧ἣ
¾ ⚾❧Ꮫ㸦Ꮫᰯἲே㸧ࡢάືࡢཎ㈨ࡣᏛ⏕࣭⏕ᚐࡀ⣡ࡍࡿᏛ⣡㔠౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
¾

Ꮫᖹᆒ࡛ 56-57㸣㸪་ṑ⸆ࢆ㝖ࡃᏛᖹᆒࡣ 74-75%

¾

ᅜ❧Ꮫἲேࡣ .6㸣㸪㝔㒊㛛ࢆ㝖ࡃ 19.6㸣㸦௨ୖ㸪ⱝᯘ㸧

¾ ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᚿ㢪⪅ᩘࡢῶᑡཬࡧᐃဨࢀࡣ⤒Ⴀ㈨※ࡢㄪ㐩┤᥋ⓗࢲ࣓࣮ࢪࢆ࠼ࡿࠋ
¾ ࠸ࢃࡺࡿࠕධ௦ࠖࢆ㏄࠼࡚㸸⚾ࡣ࠺࠸ࡗࡓ≧ἣ࠾ࢀ࡚࠸ࡿࡢࠋ
㸦㸯㸧⚾❧Ꮫᰯ㸦Ꮫ㸪▷㸧ࡢᩘࡣ࠸ࡃࡘ࠶ࡿࡢ㸽㸦
ࠕᏛᰯᇶᮏㄪᰝࠖࡼࡾ㸧
2011㸦ᖹᡂ 23㸧ᖺ 5 ᭶ 1 ᪥⌧ᅾ
Ꮫ㻌 ᰯ㻌 ᩘ㻌
༊ศ㻌
ᅜ❧㻌

බ❧㻌

⚾❧䠄㻭㻕㻌

ྜィ䠄㻮㻕㻌

⚾❧䛾ྜ䠄㻭㻛㻮㻕㻌

Ꮫ㻌

㻤㻢㻌 㻌

㻥㻡㻌

㻡㻥㻥㻌

㻣㻤㻜㻌 㻌

㻣㻢㻚㻤㻑㻌

▷ᮇᏛ㻌

㻜㻌

㻞㻠㻌

㻟㻢㻟㻌

㻟㻤㻣㻌

㻥㻟㻚㻤㻑㻌

ィ㻌

㻤㻢㻌 㻌

㻝㻞㻝㻌

㻥㻢㻞㻌

㻝㻘㻝㻢㻥㻌

㻤㻞㻚㻟㻑㻌
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ฟ㸸ᖹᡂ 17 ᖺᗘᏛ⾡ሗᇶ┙ᐇែㄪᰝ㸦2005 ᖺ 5 ᭶ 1 ᪥⌧ᅾ㸧
ͤᖹᡂ 18 ᖺᗘㄪᰝࡽࡇࡢㄪᰝ㡯┠ࡣᗫṆࡉࢀࡓ

࣭ ୍⤌⧊࡛ࡢᴗົࡢ⥅ᢎࡢၥ㢟
࣭ ᅜ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᨻ⟇❧㸪ㄪᩚᶵ⬟㸦ᅗ᭩㤋ᅋయ㸧ࡢᙅయ ЍࠕᏛᅗ᭩㤋ࢥ࣑ࣗࢽࢸ
ࡢᔂቯࠖ Ѝ ཧ⪃ᩥ⊩(2)
㸱㸬㸰㸬ࣔࣀ
㸦㸯㸧ⶶ᭩ᩘ㸦 Ꮫ࠶ࡓࡾ㸧
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㸦㸰㸧㞧ㄅ㸦⏝࡛ࡁࡿࢱࢺࣝᩘ㸪 Ꮫ࠶ࡓࡾ㸧
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㻞㻜㻜㻞
㻞㻜㻜㻟
㻞㻜㻜㻠
㻞㻜㻜㻡
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㻟㻘㻡㻥㻥
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㻝㻘㻝㻣㻢
㻝㻡㻘㻤㻜㻥
㻟㻘㻠㻝㻢
㻢㻘㻠㻝㻥
㻝㻘㻜㻢㻢
㻝㻤㻘㻜㻥㻤
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㻟㻘㻡㻥㻠
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㸱㸬㸱㸬࢝ࢿ
㸺ᅗ᭩㤋⤒㈝㸼















ᅜ❧㸦㸯Ꮫ࠶ࡓࡾ㸧
⚾❧㸦㸯Ꮫ࠶ࡓࡾ㸧
ᅗ᭩㤋⥲⤒㈝ $ Ꮫ⥲⤒㈝ %
$% ᅗ᭩㤋⥲⤒㈝ $ Ꮫ⥲⤒㈝ %

































































ᅗ᭩㤋⥲⤒㈝㸻㈨ᩱ㈝㸩ᅗ᭩㤋࣭ᐊ㐠Ⴀ㈝
㸦༢㸸༓㸧
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⚾❧㸦㸯Ꮫ࠶ࡓࡾ㸧
ே௳㈝ $
Ꮫ⥲⤒㈝ %
























㸦༢㸸༓㸧

$%













ண⟬ࡢ㢌ᡴࡕ࣭ῶᑡ
 ᣑࡍࡿ㈨㔠㟂せᑐᛂࡋࡁࢀ࡚࠸࡞࠸㸦㈨ᩱ㉎ධ㸪㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ㸪タഛᢞ㈨➼㸧
 㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࡘ࠸࡚ࡣࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㸦බ⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㸸PULC㸧
ࡢᙧᡂ࡛ᑐᛂ㸦2011 ᖺᗘ JUSTICE Ⓨᒎ㸧
 ྛ✀እ㒊㈨㔠⋓ᚓࡢດຊࢆᙉ
㸱㸬㸲㸬ࢧ࣮ࣅࢫ
¾

ᆅᇦࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢᙧᡂ㸦ᅗ᭩㤋㐃ᦠࡢࡦࡘࡢᙧ㸸ᆅᇦ㸧
¾ ᒣᡭ⥺ἢ⥺㸦㟷ᒣᏛ㝔Ꮫ㸪Ꮫ⩦㝔Ꮫ㸪ᅜᏛ㝔Ꮫ㸪ᮾὒᏛ㸪ἲᨻᏛ㸪᫂Ꮫ㸪
᫂Ꮫ㝔Ꮫ㸪❧ᩍᏛ㸧 http://www.meijigakuin.ac.jp/~tosho/opac/info.html
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¾ TAC㸸ከᦶ࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㸦ᅜ㝿ᇶ╩ᩍᏛ㸪ᅜ❧㡢ᴦᏛ㸪ᮾி⤒῭
Ꮫ㸪ὠ⏣ሿᏛ㸪Ṋⶶ㔝⨾⾡Ꮫ㸧 http://www-lib.icu.ac.jp/TAC/index.html
¾ Ꮫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ி㒔㸦ᅗ᭩㤋ඹ㏻㜀ぴࢩࢫࢸ࣒㸧
 http://www.consortium.or.jp/category_list.php?frmCd=49-0-0-0-0
¾ ᇸ⋢┴Ꮫ࣭▷ᮇᏛᅗ᭩㤋༠㆟㸦SALA㸧◊ಟࠊᆅᇦඹྠ࣏ࣜࢪࢺࣜ SUCRA ࡢ
㐠⏝ࠊᅗ᭩㤋⥲ྜᒎ࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥࡢཧຍ㸦2011 ᖺᗘ㸧
ࠊCMS ࡼࡿ࢙࢘ࣈࢧ
ࢺᵓ⠏ࠊ≀ရ࣭㟁Ꮚ㈨ᩱࡢඹྠ㉎ධᴗࡢ᳨ウ ➼ http://www.sala.gr.jp/
㸲㸬ᩥᩍᏛ㉺㇂ᅗ᭩㤋ࡢ⌧≧ㄢ㢟㸸ࡦࡘࡢࡋ࡚
㸲㸬㸯㸬ᅗ᭩㤋ࡢᴫせ
࣭ 1981 ᖺ 10 ᭶ ⌧ᅗ᭩㤋㛤㤋
¾ ᙜึࡽᏛእ⪅ࡶ㛤ᨺ㸦Ꮫ⏕ࡰྠࡌ᮲௳࡛⏝ྍ ༞ᴗ⏕࣭㏥⫋ᩍ⫋ဨࡣࠕᰯ
ࡋ࡚Ⓩ㘓㸧
¾ ඣ❺ᩥᗜ㸦࠶࠸ࡢࡳᩥᗜ㸧ࡢ㛤タ
¾ ⶶ᭩㸸⣙ 340,000 㸦ᅗ᭩㤋ෆࡢࡳ㸧
࣭ ⫋ဨ㸸
 ᑓ௵⫋ဨ㸸9 ྡ㸦㤋㛗⿵బ㸸1 ྡ㸪ㄢ㛗⿵బ㸸2 ྡ㸪ྖ᭩㸸6 ྡ㸧ᖺᗘ 1 ྡ᥇⏝(•༡
ᅗ᭩㤋࡛ࡶ 1 ྡ㸪ィ 2 ྡ)
 ዎ⣙⫋ဨ㸸10 ྡ
 ᴗົጤクࢫࢱࢵࣇ㸸12 ྡ㸦࣮ࣟࢸ࣮ࢩࣙࣥࡼࡾฟ࣭㜀ぴᴗົ㸧
㸲㸬㸰㸬ᙜ㤋ࡢ≉ᚩ
¾ 1981 ᖺࡢ⌧ᅗ᭩㤋㛤㤋௨᮶㸪
 Ꮫ⩦ᅗ᭩㤋ࡋ࡚ࡢᐇ
z

ᅗ᭩㤋ⶶ᭩ࡣᅗ᭩㤋ဨࡀ㑅᭩㸪㠃㛤ᯫ᪉ᘧ㸪⏝࢞ࢲࣥࢫࡢᐇ㸦1988
ᖺᗘࡽ 4 ᖺ⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡓࢮ࣑࢞ࢲࣥࢫࢆᐇ㸧 # 1992 ᖺᗘࡽࡣ
Ꮫᖺࡶᐇ

 㛤ࢀࡓᅗ᭩㤋
z

Ꮫእ⪅ࡢ㛤ᨺ Ѝ ⌮ᛕࡋ࡚㸪ࡲࡓᏛࡢᨻ⟇ࡋ࡚ࡣᮃࡲࡋ࠸ࡇ㸦ᆅ

ᇦ㈉⊩࣭㐃ᦠ㸧
ࠋࡋࡋ⌧ᐇࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ၥ㢟ࡀ͐㸪ඣ❺ᩥᗜάື
㸲㸬㸱㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢάືࡢホ౯ࡇࢀࡽ
㸦㸯㸧ࡇࢀࡲ࡛ࡢάືࡢホ౯
¾ Ꮫ⩦ᅗ᭩㤋ࡋ࡚ࡣ୍ᐃࡢホ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿ ࡀ㸪ࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣ༑ศ
¾ ᮏᙜ㸪Ꮫ⏕ࡢᏛ⩦㸪ᩍဨࡢᩍ⫱άືࡢᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢ㸽 㸦Ꮫ⏕ࡢᡂ㛗ᐤࡋ
࡚࠸ࡿࡢ㸽㸧
㸦㸰㸧Ꮫ⩦ᅗ᭩㤋ࡋ࡚ࡢ୍ᒙࡢᐇ
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¾ Ꮫ⩦ࢫ࣮࣌ࢫࡢ☜ಖ㸦⌧௦ⓗᏛ⩦ࢫࢱࣝࡢᑐᛂ㸧
㸪㛤㤋㛫ࡢᘏ㛗࣭᪥ᩘࡢᣑ
㸦㸱㸧◊✲ᅗ᭩㤋ࡋ࡚ࡢᐇ
¾ 㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᣑ࣭౽ᛶࡢྥୖ㸪ILL㸦Ꮫᅗ᭩㤋㛫ࡢ༠ຊ㸧
㸪
⏝ྍ⬟ᅗ᭩ࡢᣑᙇ 㛤ᯫ࣭㛢ᯫ᪉ᘧࡢぢ┤ࡋ
㸦㸲㸧ሗⓎಙ
¾ ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜࡢ㐠⏝㸦ᇸ⋢┴࡛ࡢᆅᇦඹྠ࣏ࣜࢪࢺࣜ㸧
¾ ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢྍど㸦ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ⤂Ꮚࡢసᡂ㸦2010.4㸧2012 ᖺ 4 ᭶➨ 2
∧
㸡 ✀ࠎࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡣ⏝⪅ࡣ༑ศ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࢆ๓ᥦࡍࡋ
㸲㸬㸲㸬ఱࡀᚲせ
㸦㸯㸧タタഛࡢᐇ
¾ ⏝ᩍ⫱ᐇࡢࡓࡵࡢタ
¾ 㤋ෆࠕ㟁Ꮚሗ㜀ぴᐊࠖタ⨨㸦2007 ᖺᗘࡽ⏝ྍ⬟㸪ᖍᩘ 52㸧࢞ࢲࣥࢫࡢᣐⅬ
㸦㸰㸧ண⟬ࡢᯟ⤌ࡳࡢぢ┤ࡋ
¾ 㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ౫Ꮡᗘࡢቑຍ
¾ ࡇࢀࡲ࡛ࡢࡼ࠺ࠕᅗ᭩㤋ㄢࡢண⟬ࠖࡋ࡚ィୖࡋ㸪⥔ᣢࡋ࡚⾜ࡃࡢࡣྍ⬟


ண⟬ࡢᏛඹ㏻⤒㈝ྥࡅ࡚㸦୍ᐃࣞ࣋ࣝࡲ࡛ࡣᐇ⌧㸧

㸦㸱㸧ᴗົ⤌⧊ࡢぢ┤ࡋ
¾ ᑓ௵⫋ဨᩘ㸸
ࠕᐃᩘࠖࡢ᫂☜
¾ ⤌⧊ࡢࢫ࣒ࣜ


ᴗົࡢ⡆⣲㸻せ࡞ᴗົࡢṆ 㸭 ᴗົࡢᣑ㸻᪂ࡓ࡞ᴗົࡢᑐᛂ



ᴗົጤクࡢᐇ


㜀ぴࡢᴗົጤクࢆ 2009 ᖺ 4 ᭶ࡽ㛤ጞ㸦Ѝࡑࡶࡑࡶ㜀ぴᴗົࡣጤク࡞ࡌࡴ
ࡢ㸪ࡢၥࢆᢪ࠼ࡘࡘ͐ ୍ᐃࡢᡂᯝࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣ☜㸧

¾ ࠕᑓ௵⫋ဨࡀࡍࡁᴗົࠖࡢ᫂☜


ᅗ᭩㤋ᴗົࡢࠕࢩࢫࢸ࣒ࠖ
㸪ᴗົጤクࡢ㐍ᒎࡼࡾ䠈ᑓ௵⫋ဨ䛜䜔䜙䛺䛟䛶䛿䛺䜙
䛺䛔䛿䠈ᅗ᭩㤋䛾䛾ᯟ⤌䜏䜢ᚑ᮶䛾䜎䜎䛰䛸䛸䜙䛘䜛䛸ᑡ䛺䛟䛺䛳䛶䛟䜛䚹᪂
ࡋ࠸㸪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㐀ࡍࡿࡇࡀᚲせࠋ



㸦ࣞࣇࣞࣥࢫ㸪⏝⪅ᩍ⫱ࢆ୰ᚰࡋࡓ㸧⏝⪅ࢧ࣮ࣅࢫ



࢚ࣜࢰࣥάື



࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᴗົ



Ꮫእࡢ΅እάື㸦ᆅᇦ༠㆟ࡢάᛶ:┦ᢇຓࡼࡿ┦ࡢάᛶ㸪ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢᗏୖࡆ㸧

㸦㸲㸧ᩍ⫱άືࡢᐦ⤖ྜ
¾ ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࡀࠕ⊂⮬ࠖάືࡋ࡚ࡶከࡃࡢᡂᯝࢆᮇᚅࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸
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¾ Ꮫࡢᩍ⫱άືࡢ୰ࢀࡔࡅᅗ᭩㤋ࡢάືࢆ⤌ࡳ㎸ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸪ࡀ㈇


ࡑࡢ㘽ࡋ࡚ࡢࠕ⏝⪅ᩍ⫱ࠖ
㸦эᅗ᭩㤋⏝ࡢ
ࠕ✀ࡲࡁࠖ
㸧
㸪
ࠕሗࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࠖ
㸪
ࡑࡋ࡚࢚ࣜࢰࣥάື㸦ᚚ⏝⪺ࡁ㸧



Ꮫࡀྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ㹄㹂άືࡢ✚ᴟⓗ࡞ࢥ࣑ࢵࢺ㸦
ࠕఱࡀ࡛ࡁࡿࠖࡢලయⓗ
ᥦ㸧



ᅗ᭩㤋ဨࡼࡿᩍ㣴⛉┠㸦ᩍ㣴ᅗ᭩㤋Ꮫ㸧ࡢᤵᴗࡢᐇ㸦2012 ⛅Ꮫᮇ㹼㸧

㸦㸳㸧EBL(Evidence Based Librarianship): ᰿ᣐᇶ࡙ࡃᅗ᭩㤋ᴗົ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢタィ


㜀ぴᴗົࡢጤク➼ࡼࡾ㸪
ࠕ⏝⪅ീࠖࡀぢ࠼ࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ



ᐃ㔞ⓗ㸪ᐃᛶⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ㸦᰿ᣐ㸧ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫタィࡢᚲせ

㸲㸬㸳㸬ᙜ㤋ࡢ㈈⏘࣭ࢻࣂࣥࢸ࣮ࢪ
¾ Ꮫ⏕ࡢ㸦㔞ⓗ㸧ᅗ᭩㤋⏝ࡣࡑࢀ࡞ࡾ㧗࠸Ỉ‽࠶ࡿ
¾ ⏝ᩍ⫱ࡣࡑࢀ࡞ࡾຊࢆධࢀ࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪ᩍဨࡽࡢ୍ᐃࡢㄆ▱ࡶཷࡅ࡚࠸ࡿ㸦ࡇࢀ
ࡲ࡛᪂ධ⏕࢞ࢲࣥࢫ㸦ᐇ⋡ࡣࢡࣛࢫ༢࡛ࡣ 100㸣㸧ࢆ㝖ࡃ㸪3-4 ᖺ⏕ࡢࢮ࣑࢞
ࢲࣥࢫࡀ୰ᚰࡔࡗࡓࡀ㸪ࡇࡇᩘᖺࡣ 1㸪2 ᖺ⏕ࡢᤵᴗ㸦
ࠕ◊✲ἲᇶ♏ࠖࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗ㸧
࡛ࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࡀቑ࠼ࡘࡘ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪◊✲ἲࡢᤵᴗࢆ⾜࠺㐣⛬࡛㸪㈨ᩱ᥈⣴ࡘ࠸࡚
ࡣᅗ᭩㤋ࡢࢶ࣮࣭ࣝᶵ⬟ࢆ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢆ㸪≉ⱝᡭࡢᩍဨࡀㄆ㆑ࡋࡘࡘ
࠶ࡿࡇࡀ⫼ᬒ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ㟁Ꮚ࣓ࢹ㸦≉㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ㸧ࡢᑟධࡣ㸪ᅗ
᭩㤋↓㛵ᚰࡔࡗࡓᩍဨࡢ㛵ᚰࢆ୍ᐃ⛬ᗘࡦࡁࡘࡅࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࣜࣥࢡࣜࢰࣝࣂࡢ
ᑟධ࡛ࡉࡽࠋ
¾ つᶍᏛ㸦࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧࡛ࡣ࡞࠸ э⏝⪅ 5,000 ேࣞ࣋ࣝࡔࡽ࡛ࡁࡿࡇࡀ࠶ࡿ
¾ ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜᵓ⠏ᴗ㸦ᇸ⋢Ꮫࡢඹྠᴗ㸧


❧ࡕୖࡆ࡚㸱ᖺ༙వࡾࡀ⤒㐣ࠋᩍᤵ࡛ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡼࡾㄆ▱ᗘࡀྥୖࠋ
◊✲⪅ࡽࡢၥ࠸ྜࢃࡏࡀቑ࠼ࡓࠋ㹁㹑㹇ጤクᴗࡼࡾⓏ㘓ࢥࣥࢸࣥࢶᩘࡢቑຍࠋ
ࠕሗⓎಙࡢࣀ࣮ࢻࡋ࡚ࡢᅗ᭩㤋ࠖ

㸲㸬㸴㸬⏝ᩍ⫱ࡢᣑ
¾ ⏝⪅ࡀ⮬❧ࡋ࡚ᅗ᭩㤋ࢆ⏝࡛ࡁࡿࡓࡵࡢࢫ࢟ࣝࡢ⫱ᡂ
¾ ィ⏬ⓗ࡞⏝ᩍ⫱


ᐇホ౯࣭ᨵၿ㸦PDCA ࢧࢡࣝࡢ☜❧㸧



㸦ࡓ࠼ࡤ㸧Ꮫ㒊 4 ᖺ㛫ࢆぢ㏻ࡋࡓ㸪ሗࣜࢸࣛࢩ࣮⫱ᡂࡢࡓࡵࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ❧
㸪༠㆟㸪ᐇ
z

ᅗ᭩㤋ࡀ࡛ࡁࡿ࢞ࢲࣥࢫࢆ࣓ࢽ࣮ࣗࡋ㸪
ࢃࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛ᐇࢆࡧࡅ
࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

¾ Ꮫ⏕ࡢࠕᏛࡧ᪉ࡢᢏἲࠖ
㸦⮬ࡽࡢㄢ㢟ࢆ⮬ࡽࡢຊࡼࡗ࡚ゎỴ࡛ࡁࡿ⬟ຊ㸧ࡢ⩦ᚓᨭэ
‶㊊ឤ㸪㐩ᡂឤ
¾ ࡇࢀࡲ࡛ࡢࡸࡾ᪉࡛ࡢࠕ⾜ࡁワࡲࡾឤࠖ
㸸ᚑ᮶ࡢࡸࡾ᪉ࡢຍ࠼㸪᪂ࡓ࡞ࢫࢱࣝࡢᶍ⣴ࡀ
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ᚲせ
㸲㸬㸵㸬㢳ᐈࡢࣜࣆ࣮ࢱ㸸㛗࣮࠸࠾ࡘࡁ࠶࠸ࢆ
¾ ༞ᴗ⏕࣭㏥⫋ᩍ⫋ဨࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢᣑ


⌧ᅾࡶࠕᰯࠖࡋ࡚ࡢⓏ㘓ࡼࡾ⏝ྍ⬟



୍⯡Ꮫእ⪅ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢᕪู

¾ 㠀᮶㤋ᆺࢧ࣮ࣅࢫࡢᣑ㸦ࡇࢀࡶ࣐ࣛࣈࣛࣜࡀ㔜せ࡞ᡭẁ࡞ࡿ㸧


㐲㝸ᆅఫࡴ༞ᴗ⏕ࡢ㈨ᩱᥦ౪



⏝⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᣑᙇ

¾ ࠕ㏻㐣⪅ࠖࡽ㛗ᮇࡢ࠾ࡘࡁ࠶࠸ࢆࡍࡿࠕ㢳ᐈࠖ

㸺ࡉ࠸ࡈ㸸⚾ࡓࡕࡀᙜ㠃ࡍࡿㄢ㢟ᑐࡋ࡚㸼
࣭≧ἣᑐࡍࡿࣜࣝ࡞ㄆ㆑㸪⌧ᐇᑐࡍࡿ࣏ࢪࢸࣈ࡞ጼໃࢆ
࣭ࡣᴦࡋࡃ࡞࠸⥆࡞࠸ࡋ㸪⏝⪅ࡶᴦࡋࡃ࡞ࡽ࡞࠸
࣭ࣚࢥࡢ㐃ᦠࡢษࡉ㸦ᅗ᭩㤋ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᵓ⠏άᛶ㸧
¾ ᡤᒓ⤌⧊ࢆ㋃ࡳฟࡋࠕಶேࠖࡋ࡚ࡇࡢୡ⏺㸦ᅗ᭩㤋⏺㸪㧗➼ᩍ⫱ᴗ⏺㸧ࢃࡿࡇ

䞉䛂⏕䛝ṧ䜛䜒䛾䛿ᙉ䛔䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹⏕䛝ṧ䜛䜒䛾䛿⎔ቃ䛾ኚ䛻㐺ᛂ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛃㸦ࢲ࣮࢘
ࣥ㸧
㸺ཧ⪃ᩥ⊩㸼
(1)㕥ᮌṇ⣖ࠕ㐍ࢆࡘ࡙ࡅࡿࣛࣈࣛࣜࣥ࡞ࡿࡓࡵࠖࠗሗࡢ⛉Ꮫᢏ⾡࠘61(4)㸪
pp.146-153(2011)
(2)㕥ᮌṇ⣖ࠕ⚾❧Ꮫ⤒Ⴀᅗ᭩㤋ࠖ
ࠗᵓ㐀ⓗ㌿ᮇ࠶ࡿᅗ᭩㤋㸸ࡑࡢἲไᗘᨻ⟇࠘
㸦᪥ᮏᅗ
᭩㤋◊✲⦅㞟ጤဨ⦅㸧 pp.84-106, 2010.3㸦ึฟ㸸
ࠗᅗ᭩㤋⏺࠘60(4)㸪pp.254-265(2008)㸧
(3)㕥ᮌṇ⣖
ࠕᏛᅗ᭩㤋ဨㄽࡢᯟ⤌ࡳᏛ⫋ဨㄽࠖ
ࠗㄽ㞟࣭ᅗ᭩㤋ሗᏛ◊✲ࡢṌࡳ➨ 20 㞟 21
ୡ⣖ࡢᅗ᭩㤋ᅗ᭩㤋ဨ࠘᪥እࢯࢩ࢚࣮ࢶ㸪pp.79-97(2001)
(4)Ọ⏣ᶞ
ࠕᅗ᭩㤋⤒Ⴀ࢚ࣅࢹࣥࢫ㸸ᐇົ◊✲ࢆࡘ࡞ࡄࠖ
ࠗᅗ᭩㤋㞧ㄅ࠘
102(2)㸪
pp.84-87(2008)
(5)ᒣᮏ┾୍⦅ࠗ㹑㹂ࢫࢱࢵࣇࢹ࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺࡀᨭ࠼ࡿᙉ࠸Ꮫ࡙ࡃࡾ㸸Ꮫ⫋ဨࡣఱࢆᏛࡧ㸪
ࡑࢀࢆ࠺⏕ࡍ㸽࠘ᩥⴥ♫㸪2006.9
(6)ⱝᯘὒኵࠕ⚾❧Ꮫࡢ⤒Ⴀ㈈ົ㸸❧㤋ࡢࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠖࠗᏛ㈈ົ⤒Ⴀ◊✲࠘3,
pp.177-189(2006.8)
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6 ࣮࢜ࣉࣥࢡࢭࢫᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜ
ᖖ☬Ꮫே㛫⛉Ꮫ㒊  ᰩᒣṇග
㸯 ࣮࢜ࣉ࣭ࣥࢡࢭࢫ Open Access (OA)
࣮࢜ࣉ࣭ࣥࢡࢭࢫ㸦௨ୗࠊOA㸧ࡣࠊ⡆༢ゝ࠼ࡤࠊᏛ⾡ㄽᩥࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆࡋ࡚
↓ᩱ࡛ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ≉ᰝㄞ῭ࡳࡢ㞧ㄅᥖ㍕ㄽᩥࡘ࠸࡚ゝ࠺ࠋ
OA ධ㛛ࡋ࡚ࡼࡃཧ↷ࡉࢀࡿࡢࡀ Peter Suber ࡼࡿࠕ࣮࢜ࣉ࣭ࣥࢡࢭࢫࡢ⡆␎⤂࡛ࠖࠊ
᪥ᮏㄒࡶヂࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1)ࠋ
OA ࡢⓎ➃ࡢ୍ࡘࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ1994 ᖺࠊ Stevan Harnad ࡀㄽᩥཎ✏ࡢࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
ୖ࡛ࡢ↓ᩱබ㛤ࢆᙇࡋࠊPaul Ginsparg ࡽ㟁Ꮚ࣓࣮࡛ࣝ㆟ㄽࡋࡓࠕ◚ቯⓗᥦࠖࠕ㌿そ
ィ⏬ࠖࡤࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊࡇࢀࡣᚋᮏࡲࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ 2) ࠋ
௨ᚋࠊOA ࡣࣈࢲ࣌ࢫࢺࠊ࣋ࢭࢬࢲࠊ࣋ࣝࣜࣥ࠸࠺୕ࡘࡢ㔜せ࡞㆟ࢆ⤒࡚㐠ືࡀᙧᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡗࡓࠋ
 ࡞ࡐࡇ࠺ࡋࡓ㐠ືࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲⪅ࡢホ౯ࡁ࡞㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡿࠋ”Publish
or perish”࠸࠺ゝⴥ㇟ᚩࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ◊✲⪅ࡣㄽᩥࢆⓎ⾲ࡍࡿࡇ࡛ホ౯ࡉࢀࠊࡋࡤࡋࡤㄽ
ᩥࡢ⿕ᘬ⏝ᩘࡀホ౯ࡢᇶ‽࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛ⾡ㄽᩥࡣࠊᑠㄝࡸᩍ⛉᭩࡞␗࡞ࡾࠊཎ✏ᩱࡸ༳
⛯ࡼࡗ࡚ධࢆᚓࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢ◊✲⪅ㄞࡲࢀࠊᘬ⏝ࡉࢀࡿࡇࡀⴭ⪅
ࡢ┈ࡘ࡞ࡀࡿࠋ㏆ᖺࠊᏛ⾡㞧ㄅࡢ౯᱁㧗㦐ࡀࢡࢭࢫࢆ㜼ᐖࡋ࡚࠸ࡿၥ㢟࡞ࡿ୍᪉࡛ࠊ
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡼࡾㄡ࡛ࡶ⡆༢ሗࢆཷⓎಙ࡛ࡁࡿ≧ἣࡀ࠶ࡿࠋ⮬ศࡢㄽᩥࢆ࢙࢘ࣈ࣭ࢧ
ࢺ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲⪅ࡶከ࠸ࠋㄽᩥࡢὶ㏻⮬యࡣࢥࢫࢺࡀࢇࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽࠊ୍⯡ᕷẸࡢ㟂せ㸦≉་⒪ሗ㸧
ࠊ⣡⛯⪅ព㆑ࡢ㧗ࡲࡾࡶ࠶ࡾࠊබⓗ㈨㔠ࡼࡿ◊✲ᡂ
ᯝࡣᗈࡃㄡ࡛ࡶࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡼ࠺࠸࠺ືࡁࡀຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 OA ᐇ⌧ࡣࡘࡢ㐨ࡀ࠶ࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ୍ࡘࡣࢭࣝࣇ࣭࣮࢝ࣅࣥࢢ㸦ࢢ࣮ࣜࣥࡢ㐨㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣⴭ⪅ࡀㄽᩥཎ✏ࢆᶵ㛵࣏ࣜࢪ
ࢺࣜ➼Ⓩ㘓ࡋࠊ↓ᩱබ㛤ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇฟ∧⪅ࡢྜពࡀᚲせࡔࡀࠊ⌧ᅾࠊ⣙ 60%
ࡢฟ∧♫ࡀࢭࣝࣇ࣭࣮࢝ࣅࣥࢢ㟷㸦ࢢ࣮ࣜࣥ㸧ಙྕࢆฟࡋ࡚࠸ࡿ 3)ࠋ
 ࡘ┠ࡣ࣮࢜ࣉ࣭ࣥࢡࢭࢫㄅ㸦ࢦ࣮ࣝࢻࡢ㐨㸧࡛ࠊࡇࢀࡣㄞ⪅ࡽࡣ㉎ㄞᩱࢆྲྀࡽ࡞࠸Ꮫ⾡
㞧ㄅ࡛࠶ࡿࠋ㈝⏝ࡣⴭ⪅ࡲࡓࡣຓᡂᅋయ࡞ࡀᨭᡶ࠺ࠋDirectory of Open Access Journals4)ࡼ
ࡾࠊ⌧ᅾࡢࡼ࠺࡞࣮࢜ࣉ࣭ࣥࢡࢭࢫㄅࡀฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰 ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜ Institutional Repository (IR)
ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜࡣࠊᏛ࡞Ꮫ⾡ᶵ㛵ࡀࠊ⮬ᶵ㛵ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ㞟࣭ಖᏑࡋࠊ↓ᩱබ㛤ࡍࡿ
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢ࣮࢝ࣈࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ◊✲⪅ࡢࢭࣝࣇ࣭࣮࢝ࣅࣥࢢࡢሙࡶ࡞ࡾࠊ
Ꮫᅗ᭩㤋ࡀタ⨨࣭㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ศ㔝ู࣏ࣜࢪࢺࣜ࠸࠺ࡶࡢࡶ࠶ࡾࠊ୧⪅
ࡣ┦⿵ⓗ࠶ࡿ࠸ࡣᑐ❧㛵ಀ࠶ࡿゝ࠺ࡇࡶ࡛ࡁࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
࣮࢜ࣉ࣭ࣥࢡࢭࢫ࣭࣏ࣜࢪࢺࣜⓏ㘓⡙ Registry of Open Access Repositories (ROAR)5)ࡼ
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ࢀࡤࠊ⌧ᅾࠊ2,900 ௨ୖࡢ࣏ࣜࢪࢺࣜࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
 ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜࢆᨭ࠼ࡿᢏ⾡ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎఱࡼࡾࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࠾ࡼࡧ WWW ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢୖ࡛࣏ࣜࢪࢺ࣭ࣜࢯࣇࢺ࢙࢘ࡤࢀࡿࡶࡢࢆືࡋࠊᩥ᭩ࢹ࣮ࢱࡸ࣓ࢱࢹ࣮ࢱ࡞ࡢ⟶
⌮ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣏ࣜࢪࢺ࣭ࣜࢯࣇࢺࡣࠊDSpace㸦MIT ᅗ᭩㤋 HP㸧
ࠊEPrints㸦ⱥࢧ࢘
ࢫࣁࣥࣉࢺࣥ㸧
ࠊ HAL㸦 CCSD㸧
ࠊXooNIps㸦⌮◊㸧࡞࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ࠸
ࡎࢀࡶࣇ࣮ࣜࢯࣇࢺ࢙࡛࢘ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛↓ᩱ࡛ධᡭ࡛ࡁࡿࠋ⮬ศࡓࡕ࡛タᐃ࡛ࡁ࡞ࡅ
ࢀࡤ᭷ᩱ࡛ᴗ⪅ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆཷࡅࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊCMS (Content Management System)
ࡤࢀࡿ㢮ఝࡢࢯࣇࢺ࢙࢘ࡶ࠶ࡾࠊࡇࢀ࡛㐠⏝ࢆ⾜࠺ࡇࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋከࡃࡢ࣏ࣜࢪࢺ࣭ࣜ
ࢯࣇࢺࡣ OAI-PMH ࠸࠺࣓ࢱࢹ࣮ࢱཷࡅΏࡋࡢࣉࣟࢺࢥࣝ㸦つ⣙㸧ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᪥ᮏࡢᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜࡣࠊᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤ(NII)6)ࡼࡿ 173ࠊROAR ࡼࡿࠊ150 ࡛࠶
ࡿ㸦2012 ᖺ 6 ᭶ 6 ᪥㸧
ࠋ2006 ᖺ 10 ᭶ࡢⅬ࡛ࡣ 20 ㊊ࡽࡎࠊ2007 ᖺ 7 ᭶ࡢⅬ࡛ࡣ 68 ࠸࠺
ᩘࡔࡗࡓ 7)ࡢࡀࠊࡇࡇࡲ࡛ቑ࠼ࡓࠋࡇࢀࡣᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤࡢᨭᴗࡼࡿᚋᢲࡋࡀࡁ࠸ࠋ
 ᪥ᮏ࡛ࡣࠊᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿᏛ࣭◊✲ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ⤌⧊ DRF (Digital Repository
Federation)8)ࡀ 2005 ᖺⓎ㊊ࡋࠊ2012 ᖺ 6 ᭶ 6 ᪥⌧ᅾ 144 ᶵ㛵ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸱 OA ࡢᐖ㛵ಀ⪅◊✲⪅ࡢ OA ᾐ㏱ᗘ
 OA ࡢᐖ㛵ಀ⪅ࡋ࡚ࡣࡲࡎ➨୍◊✲⪅ࠊࡑࢀࡽฟ∧⪅㸦Ꮫࢆྵࡴ㸧
ࠊᅗ᭩㤋ဨࠊ◊✲
㈝ຓᡂ⪅ࠊ◊✲ᶵ㛵ࡢ⤒Ⴀ⪅ࠊ୍⯡ᕷẸ㸦⣡⛯⪅㸧≉㞴ᝈ⪅ࡸࡑࡢᐙ᪘࡞ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
OA ⮬యࡣࡇ࠺ࡋࡓ㛵ಀ⪅ࡢㄡࡶ⾲❧ࡗ࡚ᑐࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋၥ㢟ࡣᣢ⥆ྍ⬟࡞ࣅࢪࢿࢫࣔ
ࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ
 ୍␒ࡢᐖ㛵ಀ⪅࡛࠶ࡿ◊✲⪅ࡢ⛬ᗘ OA ࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡃࡘㄪᰝࡀ
࠶ࡿࠋ
 Hajjem ࡽࡣ SCI, SSCI ࡢࢹ࣮ࢱࢆࡶ 12 ᖺ㛫 (1992-2003), 10 ศ㔝(⏕≀ࠊᚰ⌮ࠊ♫ࠊ
ᗣࠊᨻࠊ⤒῭ࠊᩍ⫱ࠊἲᚊࠊࣅࢪࢿࢫࠊ⟶⌮)ࡢ⣙ 130 ㄽᩥࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊศ㔝ࠊ
ᖺࠊᅜࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡀࠊOA ࡞ࡗ࡚࠸ࡿㄽᩥࡢ⋡ࡣ 5㹼16%࡛ࠊࡑ࠺ࡋࡓ OA ㄽᩥࡣࡑ
࠺࡛࡞࠸ࡶࡢẚ࡚ 36㹼172%ከࡃᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡋ࡚࠸ࡿ 9)ࠋ
 Swan  Brown ࡢ 2005 ᖺࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊୡ⏺୰ࡢ◊✲⪅ 1,296 ேࡀᅇ⟅ࡋࡓࠋ㐣ཤ㸱ᖺ㛫ࡢ
ࢭࣝࣇ࣭࣮࢝ࣈ⤒㦂⪅ࡣ 49%༙ᩘ⛬ᗘࡔࡗࡓࡀࠊOA ࡀ⩏ົࡅࡽࢀࡓሙྜࠊ81%ࡀ႐ࢇ
࡛ᚑ࠺ࠊ13%ࡀࡋࡪࡋࡪᚑ࠺ᅇ⟅ࡋࠊᚑࢃ࡞࠸ࡋࡓࡢࡣ 5%ࡔࡗࡓ 10)ࠋ
 2006 ᖺ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻࡢ 47 Ꮫࢆㄪᰝ(46 Ꮫࡀᅇ⟅)ࡋࡓ⤖ᯝ࡛ࡣࠊ
ࢹࢪࢱࣝ∧ㄽᩥᥦฟࢆ⩏ົࡅ࡚࠸ࡿᏛࡣ 95%ࡀ OA ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⩏ົࡅ࡚࠸࡞࠸Ꮫࡣ
17%࠸࠺ᩘᏐࡶฟ࡚࠸ࡿ 11)ࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓㄪᰝ⤖ᯝࡽ OA ࢆ㐍ᒎࡉࡏࡿࡣ⩏ົࡅ(mandate)ࡀᚲせࡢኌࡀ㧗ࡲࡗࡓࠋ
㸲 OA ࡢ⩏ົ
㸲㸬㸯 ◊✲㈝ຓᡂ OA ⩏ົ
 ◊✲㈝ຓᡂᅋయࡀຓᡂ㔠ࢆཷࡅࡓ◊✲ᡂᯝࡢ OA ࢆ⩏ົࡋ࡚࠸ࡿ௦⾲ⓗ࡞ࡋ࡚ࠊ⡿ᅜ❧
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⾨⏕◊✲ᡤ(NIH)ࡢ Public Access Policy12)ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣไᐃࡲ࡛ḟࡢࡼ࠺࡞⤒⦋ࢆࡓࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
 2004 ᖺ 7 ᭶ࠊୗ㝔ṓฟጤဨࡀ NIH ࠊຓᡂ◊✲ᑐࡋ࡚ฟ∧ᚋ༙ᖺ௨ෆࡢ OA ࢆ⩏ົ࡙ࡅ
ࡿ᪉㔪⟇ᐃࢆ່࿌ࡍࡿࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ 2005 ᖺ 2 ᭶ࠊฟ∧ᚋ 1 ᖺ௨ෆࡢ㹍㸿ࢆせㄳࡍࡿ᭱⤊᪉㔪
ࡀฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣせㄳ࡛࠶ࡗ࡚⩏ົ࡛ࡣ࡞࠸ࠋྠࡌᖺࡢ 11 ᭶ࠊOA ⋡ࡀ 5%௨ୗ࠸࠺≧ἣ
ࡽࠊ᳨ウ WG ࡣ⩏ົ⊰ணᮇ㛫▷⦰ࢆᥦゝࡋࡓࠋ2007 ᖺ 6 ᭶ࠊୖ㝔ṓฟጤဨࡣ⩏ົ࡛ྜ
ពࡍࡿࠋࡇࢀᑐࡋ࡚⡿ฟ∧⪅༠(AAP)ࡣ⩏ົᑐࡢ᭩⡆ࢆබ㛤ࡍࡿࡀࠊྠᖺ 12 ᭶ᮎࠊ⩏ົ
ࡢἲᚊࡣᡂ❧ࡍࡿࠋ
 ⡿ᅜ࡛ࡣ NIH ࡤࡾ࡛࡞ࡃ㐃㑥ᨻᗓࡢຓᡂ◊✲ࡣࡍ࡚ OA ࢆ⩏ົࡅࡼ࠺࠸࠺ FRPAA
࠸࠺ἲࡀࠊ2006 ᖺ 5 ᭶ࠊඹඪࢥ࣮ࢽࣥࠊẸඪ࣮ࣜࣂ࣮࣐ࣥ୧ୖ㝔㆟ဨࡼࡗ࡚ᥦฟࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦࣮ࣜࣂ࣮࣐ࣥࡣ 2005 ᖺ 12 ᭶ CURES Act㸦་Ꮫᩥ⊩ࡢ OA ⩏ົ㸧ࡶᥦࡋ࡚࠸
ࡿ㸧
ࠋࡇࡢἲࡣ⡿ࡢከࡃࡢᏛࡸᅗ᭩㤋ᅋయࡀᨭᣢࢆ⾲᫂ࡍࡿࡀᡂ❧ࡋ࡞ࡗࡓ 13)ࠋࡲࡓࠊ
2009 ᖺ 6 ᭶ࡶᥦฟࡉࢀࡓࡀࡸࡣࡾᡂ❧ࡋ࡞ࡗࡓࠋ
 ⱥᅜ࡛ࡣࠊ2004 ᖺ 7 ᭶ࠊࢠࣜࢫୗ㝔⛉Ꮫᢏ⾡≉ูጤဨࡀ OA ⩏ົࡢ່࿌ࢆฟࡍࡀࠊᨻ
ᗓࡣ 11 ᭶ᣄྰᅇ⟅ࢆࡍࡿ࠸࠺ฟ᮶ࡀ࠶ࡗࡓࠋᙜࠊࡇࢀࡣ OA ᥎㐍ὴᢡࡽ࠼ࡽ
ࢀࡓࠋ
 ࡋࡋࠊࡑࡢᚋࠊⱥ◊✲༠㆟(RCUK)ࡀබⓗ㈨㔠ࡢຓᡂࢆཷࡅࡓ◊✲ࡣ OA ࡍࡁ࠸࠺
᪉㔪ࢆᡴࡕฟࡍࠋࡇࢀࡣ 2005 ᖺ 6 ᭶ⲡࠊ2006 ᖺ 6 ᭶ಟṇ∧ 14)ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࠋOA ࡢ᪉ἲ
ࡋ࡚ࡣⴭ⪅ᨭᡶ࠸࡛ࡶࢭࣝࣇ㺃࣮࢝ࣅࣥࢢ࡛ࡶࡕࡽ࡛ࡶ࠸࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ࡣ
2006 ᖺ 7 ᭶ࠊᏛ༠ฟ∧⪅༠(ALPSP)ࡀᠱᛕࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 Ẹ㛫ᅋయࡋ࡚ࡣࠊ࢙࣒࣭࢘ࣝ࢝ࢺࣛࢫࢺ (Wellcome Trust)ࡀຓᡂ◊✲ࡢ OA ⩏ົࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿ㸦2005 ᖺ 10 ᭶㹼㸧
ࠋฟ∧ᚋ㸴ࣨ᭶ࡢ⊰ணᮇ㛫ࢆㄆࡵ࡚࠾ࡾࠊၟᴗㄅࡢ OA ࢜ࣉࢩࣙࣥࢆ
⏝ࡍࡿሙྜࡢ㈝⏝ࡣ㈈ᅋࡀฟࡍࡋ࡚࠸ࡿࠋ་Ꮫ㛵ಀࡢ㢟࣏ࣜࢪࢺ࡛ࣜ࠶ࡿ PubMed Central
(PMC)࠶ࡿ࠸ࡣ UKPMC㸦2007 ᖺ 1 ᭶タ❧㸧ࡢ⣡ධࢆ⩏ົࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 Ḣᕞጤဨ(EC)ࡣ 2006 ᖺ 1 ᭶Ⓨ⾲ࡋࡓ⛉Ꮫฟ∧㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ᭱⤊ሗ࿌᭩ 15)ࡢ୰࡛ OA ⩏
ົࢆ່࿌ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ່࿌ࢆᨭᣢࡍࡿ⨫ྡ㐠ືࡶ㉳ࡇࡗࡓࠋ
㸲㸬㸰 Ꮫࡼࡿ OA ⩏ົ
 Ꮫయ࠶ࡿ࠸ࡣᏛ㒊༢࡛⮬Ꮫ࣏ࣜࢪࢺࣜࡢⓏ㘓ࢆ⩏ົࡍࡿᏛࡶቑ࠼࡚࠸ࡿࠋඛ㥑
ⓗ࡞ᐇࡋ࡚ࡣࠊࢧ࢘ࢫࣁࣥࣉࢺࣥᏛࠊࢡ࣮ࣥࢬࣛࣥࢻᕤ⛉Ꮫࠊࢱࢫ࣐ࢽᏛࠊࣜ
࢚࣮ࢪࣗᏛࠊࣁ࣮ࣂ࣮ࢻᏛ࡞ࡀ࠶ࡿࠋROARMAP16)࠸࠺ࢧࢺ࡛ࡣྛ࣏ࣜࢪࢺࣜࡢ᪉㔪
➼ࢆグ㘓ࡍࡿⓏ㘓⡙ࡔࡀࠊࡑࢀࡼࡿ OA ࢆ⩏ົࡍࡿᶵ㛵ࡣᖺࠎቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ඖࢱࢫ࣐ࢽᏛࡢ Arthur Sale ࡣࣃࢵࢳ࣮࣡ࢡ࣭࣐ࣥࢹࢺ࠸࠺ᴫᛕࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀࡣᏛయ࡛ OA ࢆ⩏ົࡅࡿࡢࡣᅔ㞴࡞ࡢ࡛ࠊ࡛ࡁࡿᏛ㒊ࠊᏛ⛉ࡽ OA ⩏ົࡋ࡚࠸ࡇ࠺
࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ 17)ࠋ
㸲㸬㸱 ฟ∧⪅ഃࡢᛂ
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 ฟ∧♫ഃࡣࠊ⩏ົࡣᑐࡢ❧ሙࢆ㩭᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓㏙ࡢ RCUK ࡢ᪉㔪ᑐࡍࡿᏛ༠
ฟ∧⪅༠(ALPSP)ࡢᠱᛕ⾲᫂⥆ࡁࠊ2007 ᖺ 2 ᭶ࡣࠊSTM ฟ∧♫ࡼࡿࣈࣜࣗࢵࢭࣝᐉゝ
ࡀฟࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊⴭ⪅᭱⤊✏ࡢ OA ࡀ㐍ᒎࡍࡿ㉎ㄞධࢆᏳᐃࠊᰝㄞไᗘࢆᦆ࡞
࠺ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ 18)ࠋ
 ࡲࡓࠊ࢚ࣝࢮࣅ♫ࡣࢭࣝࣇ࣭࣮࢝ࣅࣥࢢࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࢢ࣮ࣜࣥฟ∧♫ࡔࡀࠊⴭ⪅ࡣཎ✏
ࢆ࣏ࣜࢪࢺࣜ➼࡛බ㛤ࡋ࡚ࡶ࠸࠸ࡀࠊOA ࢆ⩏ົࡅ࡚࠸ࡿᶵ㛵ࡣู㏵༠ᐃࡀᚲせ࠸࠺ྍゎ
࡞ㄽᩥබ㛤᪉㔪 19)ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ㠃ࠊ࢚ࣝࢮࣅࡣࢭࣝࣇ࣭࣮࢝ࣈࡢ௦⾜ࡶ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ࣁ࣮࣡ࢻ㺃ࣄ࣮ࣗࢬ་Ꮫ◊✲ᡤ(HHMI)༠ᐃࢆ⤖ࡧࠊHHMI ࡢᩱ㔠㈇ᢸ࡛ⴭ⪅௦ࢃࡗ࡚ཎ✏
ࢆ㞧ㄅⓎ⾜ᚋ㸴ࣨ᭶ᚋ PMC ⣡ධࡋ࡚࠸ࡿࠋⴭ⪅ࡣఱࡶࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸ࠋ
 ᪉ࠊฟ∧♫ഃࡣ Springer Open Choice, Wiley-Blackwell Online Open, Elsevier Open
access articles ࡞ OA ࢜ࣉࢩࣙࣥ㸦ࣁࣈࣜࢵࢻ࣭ࣔࢹࣝ㸧ࢆ⏝ពࡋࡓࡾࠊHINARI, AGORA
࠸ࡗࡓⓎᒎ㏵ୖᅜࡢ㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ↓ᩱࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᐇࡍࡿ࡞ࠊᙼࡽ࡞ࡾࡢ OA ࡢ
᪉⟇ࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸲㸬㸲 OA ⩏ົ―᭱㏆ࡢືࡁ
 2011 ᖺ 12 ᭶ࠊࢧࠊ࣐ࣟ࢘ࢽ࣮୧ୗ㝔㆟ဨࡼࡾࠊResearch Works Act (RWA)㸦◊✲ⴭ
సἲ㸧ࡀᥦฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ FRPAA ࡣ㏫㐃㑥ᨻᗓຓᡂ◊✲ࡢ OA ⩏ົࢆ⚗Ṇࡍࡿἲ
࡛ࠊᡂ❧ࡍࡿ NIH Public Access Policy ࡣኚ᭦ࢆ㏕ࡽࢀࡿࡇ࡞ࡿࡣࡎࡔࡗࡓࠋ࣓ࣜ࢝ฟ
∧༠(AAP)ࡀࡇࡢἲࢆᨭᣢࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊMIT Pressࠊࣟࢵࢡࣇ࢙࣮ࣛᏛฟ∧ᒁࠊࢿࢳࣕ
࣮ࢢ࣮ࣝࣉ࡞ࡀḟࠎᑐࡸ୰❧ࢆ⾲᫂ࡍࡿ࡞ฟ∧♫ഃࡶ㊊୪ࡳࡀࡑࢁࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡑ
࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊἲᨭᣢࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡓ࢚ࣝࢮࣅ♫ᑐࡋ࡚⃭ࡋ࠸Ⓨࡀ㉳ࡇࡾࠊྠ♫ࡢ࣎ࢥ
ࢵࢺ㐠ືⓎᒎࡋࡓࠋ࢚ࣝࢮࣅ♫ࡣ⤖ᒁࠊἲᨭᣢ᧔ᅇࡋࠊἲ⮬యࡶᡂ❧⤊ࢃࡗࡓࠋࡇ
࠺ࡋࡓືࡁࡣࠕࣛࣈࡢࠖ࡞ࡒࡽ࠼࡚ࠕᏛ⾡ࡢ (Academic Spring)ࠖࡶࡤࢀࡓࠋ
 RWA ࡢᗫධࢀ᭰ࢃࡿࡼ࠺ࠊ2012 ᖺ 2 ᭶ࠊFRPAA㸦㐃㑥ᨻᗓຓᡂ◊✲ OA ἲ㸧ࡀ
ᥦฟࡉࢀࡓࠋAlliance for Taxpayer Access㸦SPARC ᑟࡢ⤌⧊㸧ࡀᨭᣢάືࢆᒎ㛤ࡋࠊ52 ே
ࡢࣀ࣮࣋ࣝ㈹Ꮫ⪅ࡀᨭᣢࡢ᭩⡆ 20)ࢆฟࡍ㸦2012 ᖺ 3 ᭶㸧୍᪉ࠊ81 ࡢᏛ⾡ฟ∧♫ࡀᑐࢆ⾲᫂ࡋ
࡚࠸ࡿ 21)ࠋ2012 ᖺ 5 ᭶ࡣࠊ࢙࢘ࣈୖ࡛࣍࣡ࢺࣁ࢘ࢫࡢㄳ㢪⨫ྡ㐠ືࡀᒎ㛤ࡉࢀࠊ࣍࣡
ࢺࣁ࢘ࢫࡢࢫࢱࢵࣇࡀၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡢᚲせ࡞ 30 ᪥࡛ 25,000 ேࡢ⨫ྡࢆ༙ศࡢᮇ㛫࡛㐩ᡂ
ࡋࡓࠋ
 ⱥᅜ࡛ࡣ◊✲༠㆟(RCUK)ࡀ᪂ࡋ࠸᪉㔪ࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࡇࢀࡣබ㛤⊰ணᮇ㛫ࢆ 12 ᭶ࡽ 6
᭶▷⦰ࡍࡿࡶࠊࢸ࢟ࢫࢺ࣭࣐ࢽࣥࢢ࡛ࡢ⏝ࢆㄆࡵࡿ࠸࠺ࠊࡉࡽ㋃ࡳ㎸ࢇࡔෆ
ᐜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 22)ࠋ୍᪉ࠊᏛ༠ฟ∧⪅༠(ALPSP)ⱥฟ∧༠(PA)ࡣᅗ᭩㤋ᑐࡋ࡚ OA 
㞧ㄅ㉎ㄞࡢ⥅⥆㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋ950 ࡢᅗ᭩㤋㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࢆ㏦ࡋࠊ800
ᒆࡁࠊࡑࡢ࠺ࡕ 210 ࡢᅗ᭩㤋ࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓ㸦ᅇ⟅⋡ 26㸣㸧
ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ6 ᭶ᚋࡢ↓ᩱබ㛤
࡛ࡶ㉎ධࡋ⥆ࡅࡿྜࡣࠊ⮬↛⛉Ꮫ࣭ᢏ⾡⣔ࡀ 56% ࠊேᩥ♫⛉Ꮫ⣔ ࡛ࡣ 35%㐣ࡂ࡞࠸ࡇ
ࡀࢃࡗࡓࡋ࡚࠸ࡿ 23)ࠋ
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㸳 ࢦ࣮ࣝࢻ㹍㸿ࡢືྥ
 SCOAP3 ࡣ㧗࢚ࢿࣝࢠ࣮≀⌮Ꮫศ㔝ࡢせ㞧ㄅࢆ OA ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊCERN ࡀ୰ᚰ࡞ࡾୡ⏺
ྛᅜࡢᶵ㛵ࡀ㈨㔠ࢆᣐฟࡍࡿࠋㅖᡭ⥆ࡁࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ2012 ᖺ 6 ᭶ 1 ᪥ࡣྛฟ∧♫ධᮐ
ࢆࡧࡅ࡚࠸ࡿ 24)ࠋ
 Journal of Experimental Botany ࠸࠺㞧ㄅࡣࠊⴭ⪅ࡢᡤᒓᏛࡀྠㄅࢆ㉎ㄞࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊ⮬
ືⓗࡑࡢㄽᩥࡣ↓ᩱ࡛බ㛤ࡍࡿ࠸࠺ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᥖ㍕ㄽᩥࡢ 7 ࡀ࣮࢜ࣉࣥࢡࢭࢫ
࡞ࡿࡢぢ㏻ࡋࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2007 ᖺࡢ㉎ㄞᩱࡀ£816/$1469/€1224 ࡛࠶ࡿࡢᑐࡋࠊ㠀㉎ㄞ
ࡢሙྜࡢ OA ᩱ㔠ࡣ£1500/$2800/€2250ࠊ2009 ᖺ࡛ࡣ㉎ㄞᩱࡀ£1057/$2114/€1586 ࡛࠶ࡿࡢ
ᑐࡋࠊ㠀㉎ㄞࡢሙྜࡢ OA ᩱ㔠ࡀ£1700/$3000/€2550 ࠊ㉎ㄞࢆ⥅⥆ࡋࡓ᪉ࡀ᭷࡞౯᱁࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ 25)ࠋ
 ࣮࢜ࣉࣥࢡࢭࢫ࣭࣓࢞ࢪ࣮ࣕࢼࣝࡣᖺ㛫࡛ఱ༓࠸࠺ㄽᩥࢆᥖ㍕ࡍࡿ STM ⣔ࡢᕧ㞧ㄅ࡛ࠊ
PLoS ONE26)ࠊࢿࢳ࣮ࣕࡢ Scientific Reports ࡞ࡀヱᙜࡍࡿࠋࣆࣞࣅ࣮ࣗࡣ⡆␎ࡋࠊ㎿
㏿ᛶ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢㄽᩥࢆୡฟࡍࡇࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 PeerJ27)ࡣ PLoS ONE ௦⾲ࡢ Peter Binfield ࡀタࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ99 ࢻࣝࡢ㈝࡛⏕ᾭࠊㄽᩥ
ࢆᢞ✏࡛ࡁࡿ࠸࠺ࠊ࠸ࢃࡤ౯᱁◚ቯࡀ㡪ࢆࢇ࡛࠸ࡿࠋ
 eLife28)ࡣ⡿ࣁ࣮࣡ࢻ࣭ࣄ࣮ࣗࢬ་Ꮫ◊✲ᡤࠊ⊂࣐ࢵࢡࢫ࣭ࣉࣛࣥࢡ༠ࠊⱥ࢙࣒࣭࢘ࣝ࢝ࢺࣛ
ࢫࢺࡀඹྠ࡛หࡍࡿ OA ㄅ࡛ࠊୡ⏺᭷ᩘࡢຓᡂᶵ㛵ࡀࢫ࣏ࣥࢧ࣮࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡛ᮇᚅࡀ㧗
࠸ࠋᥖ㍕ᩱࡣᙜ㠃↓ᩱࡔࡀࠊᑗ᮶ࡣㄢ㔠ࡶ࠶ࡾᚓࡿࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢦ࣮ࣝࢻ OA ฟ∧♫ࡢ୰ࡣἲእ࡞ᥖ㍕ᩱࢆྲྀࡿࣆࣞࣅ࣮ࣗࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠸ࡗࡓ
ᢈุࡀ࡞ࡉࢀࡿࡶࡢࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࢥࣟࣛࢻᏛࡢᅗ᭩㤋ဨ Jeffrey Beall ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ࠸ࢃࡤࣁ
ࢤࢱ࢝ฟ∧♫ࡢࣜࢫࢺࢆసᡂࡋ࡚බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ 29)ࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢࣜࢫࢺࡣ㈶ྰ୧ㄽ࠶ࡿࡢ࡛ὀ
ពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸴 OA ᐇ⌧ࡢ㐨ࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽ
 ⌧ᅾࠊOA 㛵ࡍࡿㄽⅬࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
䈄

ࢢ࣮ࣜࣥࢦ࣮ࣝࢻ

䈄

ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜ㢟ู࣏ࣜࢪࢺࣜ

䈄

⩏ົࡍࡁ

䈄

↓ᩱ OA ⮬⏤ OA 

䈄

䇵

Gratis㸦↓ᩱ㸧OA㸸↓ᩱ࡛ㄞࡵࡿࡇࡼࡾ⤒῭ⓗ࡞㞀ቨࢆྲྀࡾཤࡿࡶࡢ

䇵

Libre㸦⮬⏤㸧OA㸸ḟ⏝ࡢチㅙࡲ࡛ྵࡴࡶࡢ

◊✲ࢡࢭࢫබඹࢡࢭࢫ
䇵

◊✲ࢡࢭࢫㄽ㸸OA ࡢ┤᥋ࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺࡣ◊✲⪅࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡶࡢ

䇵

බඹࢡࢭࢫㄽ㸸බⓗ㈨㔠ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡣ⣡⛯⪅ࡍ࡚ࡀࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࡼ࠺
ࡍࡁ࠸࠺ࡶࡢ

 ࡇࡇ࡛ࡣࠊOA ࡢ㯪᫂ᮇࡽ㆟ㄽࢆ࣮ࣜࢻࡋ࡚ࡁࡓ Harnad ࡢᙇࢆぢ࡚࠾ࡃࠋ
 Harnad ࡣࠊ
Ꮫࠊ
◊✲ຓᡂᶵ㛵ࡣࠊ
◊✲⪅ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜࡢࢭࣝࣇ࣮࢝ࣅࣥࢢ(ID/OA)
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ࢆ⩏ົࡅࡿࡁࡔ⮬ศࡢࣈࣟࢢ 30)࡞࡛⧞ࡾ㏉ࡋᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ID/OA ࡣ Immediate-Deposit/Optional-Access ࡢ␎࡛ࠊฟ∧♫ࡀ OA ⚗Ṇᮇ㛫(embargo)
ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢᑐᢠᡭẁࡋ࡚ Harnad ࡀ⪃࠼ฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋembargo ࡀ࠶ࡿࡶࡢ
࡛ࡶ࣏ࣜࢪࢺࣜࡍࡄᦚ㍕ࡋࠊࢡࢭࢫࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ᭩ㄅ㡯ࡣ᳨⣴࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
᭩ㄅ㡯ࡢ᳨⣴⤖ᯝ e-ࣉࣜࣥࢺㄳồ࣎ࢱࣥࢆ⏝ពࡋࠊࡇࢀࡀᢲࡉࢀࡓࡽⴭ⪅㐃⤡ࡀ⾜ࡁࠊⴭ
⪅ࡀチྍࢆ࠼ࢀࡤㄳồ⪅㟁Ꮚ࣓࣮࡛ࣝᮏᩥࡀ㏦ࡉࢀࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋHarnad ࡣࠊࡇ
ࢀࡣⴭసᶒࡸฟ∧ዎ⣙ゐࡋ࡞࠸ࡍࡿࠋᐇ㝿ࠊDSpace ࡸ Eprints ࠸ࡗࡓ࣏ࣜࢪࢺ࣭ࣜࢯ
ࣇࢺࡣࡇࡢᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡉࡽࠊ⩏ົࡣ↓ᩱබ㛤ࡵࠊḟ⏝ࡢチㅙࡲ࡛ồࡵࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࠊࡲࡓࠊ
OA ࡣ◊✲⪅ࡢࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊබඹࢡࢭࢫㄽࡣ❧ࡓ࡞࠸ࡇࡶ᫂ゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡍ࡞ࢃࡕࠊඛࡢㄽⅬ༶ࡋ࡚ Harnad ࡢᙇࢆࡲࡵࡿࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࡿࠋ
䈄

ࢢ࣮ࣜࣥ㸦ࢭࣝࣇ࣭࣮࢝ࣅࣥࢢ㸧
 ㈝⏝ࢆࡅࡿࡇ࡞ࡃ OA ฿㐩࡛ࡁࡿࠋࢦ࣮ࣝࢻࡣᮇᑦ᪩ࠋ

䈄

ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜ
 㢟ู࣏ࣜࢪࢺ࡛ࣜࡣࡍ࡚ࡢ◊✲ศ㔝ࢆ⥙⨶࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

䈄

⩏ົ
 ◊✲⪅ࡣ⮬Ⓨⓗࡣື࡞࠸ࠋ⩏ົࡍࢀࡤከᩘࡢ◊✲⪅ࡣᚑ࠺ࠋ

䈄

↓ᩱ OA
 ◊✲⪅ࡸฟ∧♫ᑐࡋ࡚ࠊOA ᐇ⾜ࡢࣁ࣮ࢻࣝࢆୗࡆࡿࠋ⮬⏤⏝ࡢチㅙࡣࡑࡢᚋࠋ

䈄

◊✲ࢡࢭࢫ
 ࡍ࡚ࡢ◊✲ࡀබⓗຓᡂࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⣡⛯⪅ࡢ⩏ົࡣ OA ᐇ
ࡢ⌮⏤࡞ࡽ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ୍⯡ᕷẸࡢࢡࢭࢫせồࡀ࠶ࡿࡢࡣ་⒪࡞ࡈࡃ
㝈ࡽࢀࡓศ㔝ࡍࡂ࡞࠸ࠋ

 Harnad ࡢᙇࡣᑐពぢࡀᄇฟࡍࡿࡇࡶከ࠸ࡀࠊOA 㛵ࡋ࡚᭱ࡶ⢭⦓࡞㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋ
࡚࠸ࡿㄽᐈࡢ୍ேࡔࢁ࠺ࠋ

ὀ࣭ཧ⪃ᩥ⊩㸦ࢡࢭࢫ᪥ࡣࡍ࡚ 2012 ᖺ 6 ᭶ 11 ᪥㸧
1) http://www.openaccessjapan.com/archives/2005/02/post_2.html
2) Okerson, A.; O’Donnell, J. (eds) (1995). Scholarly Journals at the Crossroads: A Subversive
Proposal for Electronic Publishing. Association of Research Libraries.
http://www.arl.org/sc/subversive/
3) RoMEO Statistics.
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/statistics.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple
4) http://www.doaj.org/
5) http://roar.eprints.org/
6) ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤࠕᏛ⾡ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜᵓ⠏㐃ᦠᨭᴗࠖ http://www.nii.ac.jp/irp/list/

オープンアクセスと機関リポジトリ

59

7) ࣮࢜ࣉࣥࢡࢭࢫࢪࣕࣃࣥࠕ᪥ᮏ࠾ࡅࡿᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜࠖ
http://www.openaccessjapan.com/archives/2006/01/post_87.html
8) http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/
9) Hajjem C, Harnad S, Gingras Y (2005). Ten-Year Cross-Disciplinary Analysis of the
Growth of Open Access and Its Effect on Research Citation Impact. IEEE Data Engineering
Bulletin, 28, (4), 39-47. http://eprints.soton.ac.uk/262906/
10) Swan and Brown (2005) "Open access self-archiving: An author study" Technical Report,
JISC. http://cogprints.org/4385/
11) Australasian Digital Theses Program Membership survey 2006
http://archive.caul.edu.au/surveys/adt2006.doc
12) National Institute of Health. Public access homepage. http://publicaccess.nih.gov/
13) ࣮࢜ࣉࣥࢡࢭࢫࢪࣕࣃࣥࠕFRPAA ἲ㐍ᒎ࡞ࡋࠖ
http://www.openaccessjapan.com/2007/09/frpaa-3.html
14) Research Councils UK’ updated position statement on access to research outputs (2006).
http://www.rcuk.ac.uk/documents/documents/2006statement.pdf
15) European Commission (2006). Study on the Economic and Technical Evolution of the
Scientific Publication Markets of Europe. Final Report.
http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf
16) http://roarmap.eprints.org/
17) Sale, Arthur (2007). The patchwork mandate. D-Lib Magazine. January/February 2007.
13(1/2) . http://www.dlib.org/dlib/january07/sale/01sale.html
18) Brussels Declaration. http://www.stm-assoc.org/brussels-declaration/
19) Elsevier. Article Posting Policies.
http://www.elsevier.com/wps/find/authorsview.authors/postingpolicy
20) An Open Letter to the U.S. Congress Signed by 52 Nobel Prize Winners.
http://www.arl.org/sparc/bm~doc/2012-nobelists-lofgren.pdf
21) 81 Scholarly Journal Publishers Oppose Federal Research Public Access Act.
http://www.publishers.org/press/61/
22) RCUK Proposed Policy on Access to Research Outputs.
http://www.openscholarship.org/upload/docs/application/pdf/2012-03/rcuk_proposed_policy_o
n_access_to_research_outputs.pdf
23) The potential effect of making journals free after a six month embargo.
http://www.publishingresearch.net/documents/ALPSPPApotentialresultsofsixmonthembargof
v.pdf
24) http://scoap3.org/
25) Journal of Experimental Botany. Open Access.
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/exbotj/openaccess.html
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26) http://www.plosone.org/
27) http://peerj.com/
28) http://www.elifesciences.org/
29) Beall's List of Predatory, Open-Access Publishers.
http://carbon.ucdenver.edu/~jbeall/Beall%27s%20List%20of%20Predatory,%20Open-Access%
20Publishers%202012.pdf
30) Open Access Archivangelism. http://openaccess.eprints.org/
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䜸䞊䝥䞁䞉䜰䜽䝉䝇
Open Access (OA)

䜸䞊䝥䞁䜰䜽䝉䝇䛸ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸
ᖖ☬Ꮫே㛫⛉Ꮫ㒊
ᰩᒣ ṇග
ᖹᡂ24ᖺᗘᏛᅗ᭩㤋⫋ဨ㛗ᮇ◊ಟ
2012ᖺ7᭶5᪥䠄ᮌ䠅
䠜⟃ἼᏛ᪥䜶䝸䜰ሗ䝯䝕䜱䜰䝴䝙䜸䞁

• Ꮫ⾡ㄽᩥ䛻䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ୖ䛷↓ᩱ䛷䜰䜽䝉䝇䛷䛝
䜛䛣䛸
– ≉䛻ᰝㄞ῭䜏䛾㞧ㄅᥖ㍕ㄽᩥ
– cf. Peter Suber䛻䜘䜛䜸䞊䝥䞁䞉䜰䜽䝉䝇䛾⡆␎⤂

• Ⓨ➃䠄䛾୍䛴䠅䠖1994ᖺ䚸 Stevan Harnad䛜ㄽᩥ
ཎ✏䛾䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ୖ䛷䛾↓ᩱබ㛤䜢ᙇ
– Paul Ginsparg䜙䛸㟁Ꮚ䝯䞊䝹䛷㆟ㄽ
– cf. Scholarly Journals at the Crossroads: A Subversive
Proposal for Electronic Publishing

• ୕䛴䛾㔜せ䛺㆟䜢⤒䛶㐠ືᙧᡂ
– Budapest, Bethesda, Berlin

䛺䛬OA䛛䠛
• Publish or perish
– ◊✲⪅䛿ㄽᩥ䛾⿕ᘬ⏝ᩘ䛜ホ౯䛾ᇶ‽
– ᘬ⏝䛥䜜䜛䛯䜑䛻䛿ㄞ䜎䜜䛺䛟䛶䛿䛺䜙䛺䛔

• Ꮫ⾡ㄽᩥ䛿ཎ✏ᩱ䚸༳⛯ධ䛺䛧
– ᑠㄝ䚸ᩍ⛉᭩䚸ゎㄝ᭩䛺䛹䛸䛿㐪䛖

• Ꮫ⾡㞧ㄅ䛾౯᱁㧗㦐䛜䜰䜽䝉䝇䜢㜼ᐖ
• 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛻䜘䜚ㄡ䛷䜒⡆༢䛻ሗ䜢ཷⓎಙ
䛷䛝䜛≧ἣ
• ୍⯡ᕷẸ䛾㟂せ䚸⣡⛯⪅ព㆑䛾㧗䜎䜚
– ≉䛻་⒪ሗ

ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸

OA䜈䛾䛴䛾㐨
• 䝉䝹䝣䞉䜰䞊䜹䜲䝡䞁䜾䠄䜾䝸䞊䞁䛾㐨䠅

– ⴭ⪅䛜ㄽᩥཎ✏䜢ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸➼䛻Ⓩ㘓䛧䚸
↓ᩱබ㛤䛩䜛䛣䛸
– ⣙60%䛾ฟ∧♫䛜䝉䝹䝣䞉䜰䞊䜹䜲䝡䞁䜾䛻㟷
䠄䜾䝸䞊䞁䠅ಙྕ䜢ฟ䛧䛶䛔䜛
cf. RoMEO Statistics

• 䜸䞊䝥䞁䞉䜰䜽䝉䝇ㄅ䠄䝂䞊䝹䝗䛾㐨䠅

– ㄞ⪅䛛䜙䛿㉎ㄞᩱ䜢ྲྀ䜙䛺䛔
– ㈝⏝䛿ⴭ⪅䜎䛯䛿ຓᡂᅋయ䛺䛹䛜ᨭᡶ䛖
– Directory of Open Access Journals

ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸䜢ᨭ䛘䜛ᢏ⾡

Institutional Repository (IR)
• Ꮫ䛺䛹Ꮫ⾡ᶵ㛵䛜䚸⮬ᶵ㛵䛾◊✲ᡂᯝ䜢
㞟䞉ಖᏑ䛧䚸↓ᩱබ㛤䛩䜛䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ୖ䛾䜰䞊
䜹䜲䝤
• ◊✲⪅䛾䝉䝹䝣䞉䜰䞊䜹䜲䝡䞁䜾䛾ሙ
• 䛻Ꮫᅗ᭩㤋䛜タ⨨䞉㐠⏝
• ศ㔝ู䝸䝫䝆䝖䝸䛸┦⿵(?)/ᑐ❧(?)㛵ಀ
• 䜸䞊䝥䞁䞉䜰䜽䝉䝇䞉䝸䝫䝆䝖䝸Ⓩ㘓⡙Registry of
Open Access Repositories (ROAR)䛻䜘䜜䜀䚸
⌧ᅾ䚸2,900௨ୖ䛾䝸䝫䝆䝖䝸䛜Ꮡᅾ
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• 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䚸WWW
• 䝸䝫䝆䝖䝸䞉䝋䝣䝖䜴䜵䜰
– DSpace䠄MITᅗ᭩㤋䛸HP䠅䚸EPrints䠄ⱥ䝃䜴䝇䝝䞁
䝥䝖䞁䠅䚸 HAL䠄CCSD䠅䚸XooNIps䠄⌮◊䠅 䛺䛹
䛾䝣䝸䞊䝋䝣䝖
– ⮬ศ䛯䛱䛷タᐃ䛷䛝䛺䛡䜜䜀ᴗ⪅䛾䝃䝫䞊䝖䜒
– CMS (Content Management System) 䛷䜒ྍ䠄䠛䠅

• OAI-PMH
– 䝯䝍䝕䞊䝍ཷ䛡Ώ䛧䛾つ⣙
– ௦㐜䜜䛸䛾㆟ㄽ䜒䠄䠛䠅

᪥ᮏ䛾ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸
• ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤ(NII)䛻䜘䜛䛸173䚸ROAR
䛻䜘䜛䛸䚸150䠄2012ᖺ6᭶6᪥䠅
– 2007ᖺ7᭶䛾Ⅼ䛷䛿 68

• cf. 䜸䞊䝥䞁䜰䜽䝉䝇䝆䝱䝟䞁:᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸

– 2006ᖺ10᭶䛾Ⅼ䛷䛿20㊊䜙䛪

• ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤ䛾ᨭᴗ䛻䜘䜛ᚋᢲ䛧
• DRF (Digital Repository Federation)
– ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸䜢ᵓ⠏䛧䛶䛔䜛Ꮫ䞉◊✲ᶵ㛵䛾
㐃ᦠ⤌⧊
– 2005ᖺⓎ㊊䚸2012ᖺ6᭶6᪥⌧ᅾ144ᶵ㛵䛜ཧ
ຍ

◊✲⪅䜈䛾OAᾐ㏱ᗘ䠄䠍䠅
• Hajjem C, Harnad S, Gingras Y (2005). Ten-Year
Cross-Disciplinary Analysis of the Growth of Open
Access and Its Effect on Research Citation
Impact.
– SCI, SSCI䛾䝕䞊䝍䜢䜒䛸䛻12ᖺ㛫 (1992-2003),
10ศ㔝(⏕≀䚸ᚰ⌮䚸♫䚸ᗣ䚸ᨻ䚸⤒῭䚸ᩍ
⫱䚸ἲᚊ䚸䝡䝆䝛䝇䚸⟶⌮)䛾⣙130ㄽᩥ䜢ㄪᰝ
– OA⋡䛿5-16%䠄ศ㔝䚸ᖺ䚸ᅜ䛻䜘䛳䛶㐪䛖䠅
– OAㄽᩥ䛿36-172%ከ䛟ᘬ⏝䛥䜜䛶䛔䜛

◊✲⪅䜈䛾OAᾐ㏱ᗘ䠄䠏䠅
• Australasian Digital Theses Program
Membership survey 2006

– 䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䛸䝙䝳䞊䝆䞊䝷䞁䝗䛾47Ꮫ䜢ㄪ
ᰝ(46Ꮫ䛜ᅇ⟅)
– 䝕䝆䝍䝹∧ㄽᩥᥦฟ䜢⩏ົ䛡䛶䛔䜛Ꮫ䛿
95%䛜OA
– ⩏ົ䛡䛶䛔䛺䛔Ꮫ䛿17%䛜OA

䠆⩏ົ䛡(mandate)䛜ᚲせ䛸䛾ኌ䛜㧗䜎䜛

OA䛾ᐖ㛵ಀ⪅
•
•
•
•
•
•

◊✲⪅
ฟ∧⪅䠄Ꮫ䜢ྵ䜐䠅
ᅗ᭩㤋ဨ
◊✲㈝ຓᡂ⪅
◊✲ᶵ㛵䛾⤒Ⴀ⪅
୍⯡ᕷẸ䠄⣡⛯⪅䠅
– 㞴ᝈ⪅䜔䛭䛾ᐙ᪘

䠆OA⮬య䛻䛿ㄡ䜒⾲❧䛳䛶ᑐ䛧䛺䛔

◊✲⪅䜈䛾OAᾐ㏱ᗘ䠄䠎䠅
• Swan and Brown "Open access selfarchiving: An author study" Technical
Report, JISC. 2005
– ୡ⏺୰䛾◊✲⪅1,296ே䛜ᅇ⟅
– 㐣ཤ䠏ᖺ㛫䛾䝉䝹䝣䞉䜰䞊䜹䜲䝤⤒㦂⪅䛿49%
– 䜸䞊䝥䞁䞉䜰䜽䝉䝇䛜⩏ົ䛡䜙䜜䛯ሙྜ䚸
81%䠖႐䜣䛷ᚑ䛖
13%䠖䛧䜆䛧䜆ᚑ䛖
5%䠖ᚑ䜟䛺䛔

◊✲㈝ຓᡂ䛸OA⩏ົ䠄䠍䠅
• NIH䛾Public Access Policy

– 2004ᖺ7᭶䚸ୗ㝔ṓฟጤဨ䛜NIH䛻䚸ຓᡂ◊
✲䛻ᑐ䛧䛶ฟ∧ᚋ༙ᖺ௨ෆ䛾OA䜢⩏ົ䛵䛡䜛
᪉㔪⟇ᐃ䜢່࿌
– 2005ᖺ2᭶䚸᭱⤊᪉㔪䠖ฟ∧ᚋ1ᖺ௨ෆ䛾䠫䠝䜢
せㄳ䠄⩏ົ䛷䛿䛺䛔䠅
– 2005ᖺ11᭶䚸OA⋡䛜5%௨ୗ䛸䛔䛖≧ἣ䛛䜙䚸
᳨ウWG䛿⩏ົ䛸⊰ணᮇ㛫▷⦰䜢ᥦゝ
– 2007ᖺ6᭶䚸ୖ㝔ṓฟጤဨ䛿⩏ົ䛷ྜព
– ⡿ฟ∧⪅༠(AAP)䛿⩏ົᑐ䛾᭩⡆
– 2007ᖺ12᭶ᮎ䚸⩏ົ䛾ἲᚊ䛜ᡂ❧
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◊✲㈝ຓᡂ䛸OA⩏ົ䠄䠎䠅
• FRPAA䠄㐃㑥ᨻᗓຓᡂ◊✲OAἲ䠅
– 2006ᖺ5᭶䚸ඹඪ䝁䞊䝙䞁䚸Ẹඪ䝸䞊䝞䞊
䝬䞁୧ୖ㝔㆟ဨ䛜ᥦ
• 䝸䞊䝞䞊䝬䞁䛿2005ᖺ12᭶䛻CURES Act䠄་Ꮫᩥ
⊩䛾OA⩏ົ䠅䜒ᥦ

– ⡿䛾ከ䛟䛾Ꮫ䜔ᅗ᭩㤋ᅋయ䛜ᨭᣢ䜢⾲᫂
䛩䜛䛜ᡂ❧䛫䛪
cf. 䜸䞊䝥䞁䜰䜽䝉䝇䞉䝆䝱䝟䞁䛂FRPAAἲ䛻㐍ᒎ䛺䛧䛃

– 2009ᖺ6᭶䛻䜒ᥦฟ䛥䜜䜛䛜䜔䛿䜚ᡂ❧䛫䛪

• 2004ᖺ7᭶䚸䜲䜼䝸䝇ୗ㝔⛉Ꮫᢏ⾡≉ูጤ
ဨ䛜OA⩏ົ䛾່࿌䜢ฟ䛩䛜䚸ᨻᗓ䛿
11᭶䛻ᣄྰᅇ⟅
• ⱥ◊✲༠㆟(RCUK)䛾❧ሙ⾲᫂
– 2005ᖺ6᭶ⲡⓎ⾲䚸2006ᖺ6᭶ಟṇ∧Ⓨ⾲
– බⓗ㈨㔠䛾ຓᡂ䜢ཷ䛡䛯◊✲䛿OA䛻
• ⴭ⪅ᨭᡶ䛔䛷䜒䝉䝹䝣䡡䜰䞊䜹䜲䝡䞁䜾䛷䜒䛔䛔

– 2006ᖺ7᭶Ꮫ༠ฟ∧⪅༠(ALPSP)䛜ᠱᛕ
䜢⾲᫂

◊✲㈝ຓᡂ䛸OA⩏ົ䠄䠐䠅

Ꮫ䛻䜘䜛OA⩏ົ

• 䜴䜵䝹䜹䝮䞉䝖䝷䝇䝖 (Wellcome Trust)䛜ຓᡂ◊✲䛾
OA⩏ົ䠄2005ᖺ10᭶䡚䠅

• 䝃䜴䝇䝝䞁䝥䝖䞁Ꮫ䚸䜽䜲䞊䞁䝈䝷䞁䝗ᕤ
⛉Ꮫ䚸䝍䝇䝬䝙䜰Ꮫ䚸䝸䜶䞊䝆䝳Ꮫ䚸
䝝䞊䝞䞊䝗Ꮫ䛺䛹䛜⮬Ꮫ䝸䝫䝆䝖䝸䜈
䛾Ⓩ㘓䜢⩏ົ

– ฟ∧ᚋ䠒䞄᭶䛾⊰ணᮇ㛫
– ၟᴗㄅ䛾OA䜸䝥䝅䝵䞁䛾㈝⏝䛿㈈ᅋ䛜ฟ䛩
– PMC, UKPMC䠄2007ᖺ1᭶タ❧䠅䜈䛾⣡ධ

• Ḣᕞጤဨ(EC)䛾OA⩏ົ᪉㔪
– ⛉Ꮫฟ∧䛻㛵䛩䜛◊✲䛾᭱⤊ሗ࿌᭩”Study on the
Economic and Technical Evolution of the Scientific
Publication Markets of Europe” 䠄2006.1) 䛾୰䛷່࿌
– 䛣䛾່࿌䜢ᨭᣢ䛩䜛⨫ྡ㐠ື

ฟ∧⪅ഃ䛾ᛂ䠄䠍䠅
• ⩏ົ䛻䛿ᑐ䛾❧ሙ䜢㩭᫂䛻䛧䛶䛔䜛
• RCUK䛾᪉㔪䛻ᑐ䛩䜛Ꮫ༠ฟ∧⪅༠
(ALPSP)䛾ᠱᛕ⾲᫂(2006.7)䠄๓㏙䠅
• STMฟ∧♫䛻䜘䜛䝤䝸䝳䝑䝉䝹ᐉゝ(2007.2)

– 䜾䝸䞊䞁OA䛾㐍ᒎ䛿㉎ㄞධ䜢Ᏻᐃ䚸ᰝㄞไ
ᗘ䜢ᦆ䛺䛖

• 䜶䝹䝊䝡䜰♫䛾ྍゎ䛺䠄䠛䠅ㄽᩥබ㛤᪉㔪

– ⴭ⪅䛿ཎ✏䜢䝸䝫䝆䝖䝸➼䛷බ㛤䛧䛶䜒䛔䛔䛜䚸OA
䜢⩏ົ䛡䛶䛔䜛ᶵ㛵䛿ู㏵༠ᐃ䛜ᚲせ
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– cf. ROARMAP 䠄ᖺ䚻ቑຍ䛧䛶䛔䜛䠅

• 䝟䝑䝏䝽䞊䜽䞉䝬䞁䝕䜲䝖

– 䝍䝇䝬䝙䜰Ꮫ䛾Arthur Sale䛜ᥦၐ
– Ꮫయ䛷OA䜢⩏ົ䛡䜛䛾䛿ᅔ㞴䛺䛾䛷䚸
䛷䛝䜛Ꮫ㒊䚸Ꮫ⛉䛛䜙OA⩏ົ
– cf. D-Lib Magazine January/February 2007. 13(1/2)

ฟ∧⪅ഃ䛾ᛂ䠄䠎䠅
• ୍᪉䛷䚸䝉䝹䝣䞉䜰䞊䜹䜲䝤䛾௦⾜䜒
– 䝝䝽䞊䝗䡡䝠䝳䞊䝈་Ꮫ◊✲ᡤ(HHMI)䛸䜶䝹䝊䝡䜰♫䛾
༠ᐃ
• 䜶䝹䝊䝡䜰♫䛿ཎ✏䜢㞧ㄅⓎ⾜ᚋ䠒䞄᭶ᚋ䛻PMC䛻⣡ධ
• HHMI䛜ᩱ㔠䜢㈇ᢸ䚸ⴭ⪅䛿ఱ䜒䛩䜛ᚲせ䛜䛺䛔

• OA䜸䝥䝅䝵䞁䜢⏝ព䠄䝝䜲䝤䝸䝑䝗䞉䝰䝕䝹䠅
– Springer Open Choice, Wiley-Blackwell Online Open,
Elsevier Open access articles 䛺䛹

• Ⓨᒎ㏵ୖᅜ䜈䛾㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹↓ᩱ
– HINARI, AGORA

OA⩏ົ䇷᭱㏆䛾ື䛝䠄䠍䠅
• Research Works Act (RWA)䠄◊✲ⴭసἲ䠅
– 㐃㑥ᨻᗓຓᡂ◊✲䛾OA⩏ົ䜢⚗Ṇ䛩䜛ἲ

OA⩏ົ䇷᭱㏆䛾ື䛝䠄䠎䠅
• FRPAA䠄㐃㑥ᨻᗓຓᡂ◊✲OAἲ䠅
ᥦฟ䠄2012ᖺ2᭶䠅

• ᡂ❧䛩䜛䛸NIH Public Access Policy䛿ኚ᭦䜢㏕䜙䜜䜛

– Alliance for Taxpayer Access䠄SPARCᑟ䛾
⤌⧊䠅䛜ᨭᣢάື䜢ᒎ㛤
– 52ே䛾䝜䞊䝧䝹㈹Ꮫ⪅䛜ᨭᣢ䛾᭩⡆䠄2012ᖺ3
᭶䠅
– 81䛾Ꮫ⾡ฟ∧♫䛜ᑐ⾲᫂
– 䝩䝽䜲䝖䝝䜴䝇䜈䛾ㄳ㢪⨫ྡ㐠ື䠄2012ᖺ5᭶䠅

– 2011ᖺ12᭶䚸䜰䜲䝃䚸䝬䝻䜴䝙䞊୧ୗ㝔㆟ဨ䛜ᥦฟ
– 䜰䝯䝸䜹ฟ∧༠(AAP)䛿䛣䛾ἲ䜢ᨭᣢ䚸䛧䛛䛧
MIT Press䚸䝻䝑䜽䝣䜵䝷䞊Ꮫฟ∧ᒁ䚸䝛䜲䝏䝱䞊䜾
䝹䞊䝥䛺䛹䛜ḟ䚻䛸ᑐ䜔୰❧䜢⾲᫂
– 䜶䝹䝊䝡䜰♫䛾ἲᨭᣢ䛻⃭䛧䛔Ⓨ
• 䝪䜲䝁䝑䝖㐠ື䛻Ⓨᒎ䊻ᨭᣢ᧔ᅇ (Academic Spring)

• 30᪥䛷25,000ே䛾⨫ྡ䛜ᚲせ䊹15᪥䛷㐩ᡂ

– ⤖ᒁ䚸ἲ䛿ᡂ❧

OA⩏ົ䇷᭱㏆䛾ື䛝䠄䠏䠅

䝂䞊䝹䝗䠫䠝䛾ືྥ䠄䠍䠅

• ⱥ◊✲༠㆟(RCUK)䛿᪂䛧䛔᪉㔪䜢Ⓨ⾲

• SCOAP3

• Ꮫ༠ฟ∧⪅༠(ALPSP)䛸ⱥฟ∧༠
(PA)䛿ᅗ᭩㤋䛻ᑐ䛧䛶䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䜢ᐇ

• Journal of Experimental Botany䛾ᐇ㦂

– 㧗䜶䝛䝹䜼䞊≀⌮Ꮫศ㔝䛾せ㞧ㄅ䜢OA
– CERN䛜୰ᚰ䛸䛺䜚ୡ⏺ྛᅜ䛾ᶵ㛵䛜㈨㔠ᣐฟ
– ฟ∧♫䛻ධᮐ䜢䜃䛛䛡 (2012.6.1)

– බ㛤⊰ணᮇ㛫䜢12䛛᭶䛛䜙6䛛᭶䛻▷⦰
– 䝔䜻䝇䝖䞉䝬䜲䝙䞁䜾䛷䛾⏝䜢ㄆ䜑䜛

– ⴭ⪅䛾ᡤᒓᏛ䛜ྠㄅ䜢㉎ㄞ䛧䛶䛔䜜䜀䚸⮬ືⓗ䛻
䛭䛾ㄽᩥ䛿↓ᩱ䛷බ㛤
– 7䛜䜸䞊䝥䞁䜰䜽䝉䝇䛻䛺䜛䛸䛾ぢ㏻䛧

– 950䛾ᅗ᭩㤋䛻㟁Ꮚ䝯䞊䝹䜢㏦䚸800䛻ᒆ䛟
– 210䛾ᅇ⟅䜢ᚓ䜛䠄ᅇ⟅⋡26䠂䠅
– 6䛛᭶ᚋ䛾↓ᩱබ㛤䛷䜒㉎ධ䛧⥆䛡䜛ྜ䛿䚸
⮬↛⛉Ꮫ䞉ᢏ⾡⣔=56%
ேᩥ♫⛉Ꮫ⣔ =35%

• cf. http://www.openaccessjapan.com/archives/2007/06/journal_of_expe.html

– ㉎ㄞᩱ䠄㠀㉎ㄞ䛾ሙྜ䛾OAᩱ㔠䠅

• 2007: £816/$1469/€1224 (£1500/$2800/€2250)
• 2009: £1057/$2114/€1586 (£1700/$3000/€2550)

OAᐇ⌧䜈䛾㐨䜢䜑䛠䜛ㄽⅬ

䝂䞊䝹䝗䠫䠝䛾ືྥ䠄䠎䠅
• 䜸䞊䝥䞁䜰䜽䝉䝇䞉䝯䜺䝆䝱䞊䝘䝹

– STM⣔䛾ᕧ㞧ㄅ䠄ᖺ㛫䛷ఱ༓䛸䛔䛖ㄽᩥ䜢ᥖ㍕䠅
– PLoS ONE, Scientific Reports 䛺䛹䛜ヱᙜ
– 䝢䜰䝺䝡䝳䞊䛿⡆␎䚸㎿㏿ᛶ㔜ど

• PeerJ

– PLoS ONE௦⾲䛾Peter Binfield䛜タ
– 99䝗䝹䛾㈝䛷⏕ᾭ䚸ㄽᩥ䜢ᢞ✏䛷䛝䜛

• eLife

– ⡿䝝䝽䞊䝗䞉䝠䝳䞊䝈་Ꮫ◊✲ᡤ䚸⊂䝬䝑䜽䝇䞉䝥䝷䞁䜽༠
䚸ⱥ䜴䜵䝹䜹䝮䞉䝖䝷䝇䝖䛜ඹྠ䛷ห
– ᥖ㍕ᩱ䛿ᙜ㠃↓ᩱ䚸ᑗ᮶䛿ㄢ㔠䜒䛒䜚ᚓ䜛

• 䝝䝀䝍䜹ฟ∧♫䝸䝇䝖

– Beall's List of Predatory, Open-Access Publishers

•
•
•
•

䜾䝸䞊䞁䛛䝂䞊䝹䝗䛛
ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸䛛㢟ู䝸䝫䝆䝖䝸䛛
⩏ົ䛩䜉䛝䛛
↓ᩱOA䛛⮬⏤OA䛛
– Gratis䠄↓ᩱ䠅OA䠖↓ᩱ䛷ㄞ䜑䜛䛣䛸䛻䜘䜚⤒῭ⓗ䛺㞀ቨ
䜢ྲྀ䜚ཤ䜛䜒䛾
– Libre䠄⮬⏤䠅OA䠖ḟ⏝䛾チㅙ䜎䛷ྵ䜐䜒䛾

• ◊✲䜰䜽䝉䝇䛛බඹ䜰䜽䝉䝇䛛
– ◊✲䜰䜽䝉䝇ㄽ䠖OA䛾┤᥋䛾䝍䞊䝀䝑䝖䛿◊✲⪅
– බඹ䜰䜽䝉䝇ㄽ䠖බⓗ㈨㔠䛻䜘䜛◊✲ᡂᯝ䛿⣡⛯⪅䛩䜉
䛶䛜↓ᩱ䛷䜰䜽䝉䝇䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜉䛝
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Harnad䛾ᙇ䠄䠎䠅

Harnad䛾ᙇ䠄䠍䠅
• Ꮫ䚸◊✲ຓᡂᶵ㛵䛿䚸◊✲⪅䛻ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸䜈
䛾䝉䝹䝣䜰䞊䜹䜲䝡䞁䜾(ID/OA)䜢⩏ົ䛡䜛䜉䛝
– Immediate-Deposit/Optional-Access (ID/OA)
OA⚗Ṇᮇ㛫(embargo)タᐃ䜈䛾ᑐᢠᡭẁ
᭩ㄅ㡯䛾᳨⣴⤖ᯝ䛻e-䝥䝸䞁䝖ㄳồ䝪䝍䞁䜢⏝ព䊻
ⴭ⪅䛜ㄳồ⪅䛻㟁Ꮚ䝯䞊䝹䛷ᮏᩥ㏦䠄ฟ∧ዎ⣙䛻
ゐ䛧䛺䛔䠅 䠆DSpace䜔Eprints䛻䛿䛣䛾ᶵ⬟䛜䛒䜛

• ⩏ົ䛿↓ᩱබ㛤䛻䛸䛹䜑䚸ḟ⏝䛾チㅙ䜎䛷ồ
䜑䜛䜉䛝䛷䛿䛺䛔
• OA䛿◊✲⪅䛾䛯䜑䛾䜒䛾䛷䛒䜚䚸බඹ䜰䜽䝉䝇ㄽ
䛻䛿❧䛯䛺䛔
cf. Open Access Archivangelism

䜎䛸䜑
•
•
•
•
•

䜸䞊䝥䞁䜰䜽䝉䝇(OA)䛸䛿
ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸(IR)䛸䛿
OA䛾ᐖ㛵ಀ⪅
OA䛜◊✲⪅䛻䛺䛛䛺䛛ᾐ㏱䛧䛺䛔⌧≧
◊✲ຓᡂᅋయ䜔Ꮫ䛻䜘䜛OA⩏ົ䛾
ὶ䜜䛸ฟ∧⪅ഃ䛾ᛂ
• 䝂䞊䝹䝗OA䛾ືྥ
• OAᐇ⌧䜈䛾㐨䜢䜑䛠䜛ㄽⅬ䛸䝝䞊䝘䝑䝗
䛾ᙇ
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• 䜾䝸䞊䞁䠄䝉䝹䝣䞉䜰䞊䜹䜲䝡䞁䜾䠅

– ㈝⏝䛾ၥ㢟䠄䝂䞊䝹䝗OA䛿ᮇᑦ᪩䠅

• ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸

– 㢟ู䝸䝫䝆䝖䝸䛷䛿䛩䜉䛶䛾◊✲ศ㔝䜢⥙⨶䛷䛝䛺䛔

• ⩏ົ

– ◊✲⪅䛿⮬Ⓨⓗ䛻䛿ື䛛䛺䛔
– ⩏ົ䛩䜜䜀ከᩘ䛾◊✲⪅䛿ᚑ䛖

• ↓ᩱOA

– 䝝䞊䝗䝹䜢ୗ䛢䜛

• ◊✲䜰䜽䝉䝇

– 䛩䜉䛶䛾◊✲䛜බⓗຓᡂ䜢ཷ䛡䛶䛔䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛔
– ୍⯡ᕷẸ䛾せồ䛜䛒䜛䛾䛿་⒪䛺䛹䛤䛟㝈䜙䜜䛯ศ㔝
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ᮏ᪥䛾䝔䞊䝬
⤒ႠᏛධ㛛䊠䞉䊡

⟃ἼᏛ 䝡䝆䝛䝇䝃䜲䜶䞁䝇⣔
బ㔝 ாᏊ

䠍 ⏝⪅䛾䝙䞊䝈䛻䛒䛳䛯䝃䞊䝡䝇䛸䛿
䛹䛾䜘䛖䛺䝃䞊䝡䝇䛛䠛
䠎 䛔䛛䛻䛧䛶䝙䞊䝈䜢᥈䜛䛛
䠏 䛔䛛䛻䛧䛶䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛䛛䠛
䊻䛂⏝⪅䛾䝙䞊䝈䛻䛔䛛䛻ᑐᛂ䛩䜛䛛䛃
䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾䛾どⅬ䛛䜙ၥ㢟Ⅼ䞉ゎỴ⟇䜢᳨ウ
2

䠍 ⏝⪅䛾䝙䞊䝈䛻䛒䛳䛯
䝃䞊䝡䝇䛸䛿
䛹䛾䜘䛖䛺䝃䞊䝡䝇䛛䠛

3

䝙䞊䝈䛸䛿䠖ᇶᮏⓗ䛺‶㊊䛜ዣ䜟䜜䛶䛔䜛≧ែ
ゎỴ䛩䜉䛝ㄢ㢟
ḧồ䛸䛿䠖ᇶᮏⓗ䛺䝙䞊䝈䜢‶䛯䛩≉ᐃ䛾䜒䛾
䛻ᑐ䛩䜛せᮃ䚸ㄢ㢟䜢ゎỴ䛩䜛ᡭẁ
䠄䠅
䝙䞊䝈䠖䛂䛚䛺䛛䛜䛩䛔䛯䛃
ḧồ䠖✵⭡䜢‶䛯䛩䛯䜑䛻ḧ䛧䛔䛸ᛮ䛖䜒䛾
(EX)䛚䛻䛞䜚䚸䝝䞁䝞䞊䜺䞊䚸㇜䛾↝䛝
䊹ྠ䛨䝙䞊䝈䛷䜒䚸䛭䜜䜢‶䛯䛩ḧồ䛿䚸ᩥ
䛻䜘䛳䛶䚸௦䛻䜘䛳䛶䚸ே䛻䜘䛳䛶␗䛺䜛
5

䠍䠉䠍 䝙䞊䝈䛸ḧồ
䛆䠍䛇
䠄ၥ䠅ᑠᏛᰯ䛾ᩍᖌ䜢䠎䠌ᖺ䜔䛳䛶䛔䜎䛩䛜䚸䛒
䜛ಖㆤ⪅䛛䜙䛂ᐟ㢟䛜ከ䛩䛞䜛䛛䜙ῶ䜙䛫䛃䛸
ゝ䛳䛶䛟䜛୍᪉䛷䚸䛂ᑡ䛺䛩䛞䜛䛛䜙䜒䛳䛸ฟ
䛫䛃䛸ゝ䛳䛶䛟䜛䚹䛔䛳䛯䛔䛹䛖䛩䜜䜀䛔䛔䜣
䛷䛧䜗䛖䚹
䠄⟅䠅䛹䛱䜙䜒ᮏᙜ䛷䛩䚹ᐟ㢟䛜ከ䛔ᑡ䛺䛔䛸䛔
䛖䛣䛸䛜ᮏ㉁ⓗ䛺ၥ㢟䛷䛿䛺䛟䛶䚸Ꮚ౪䛾ᩍ
⫱䛾䛣䛸䛷ᝎ䜣䛷䛔䜛ಖㆤ⪅䛜䛔䛶䚸䛭䛾䛣
䛸䜢䛝䛳䛛䛡䛸䛧䛶ඛ⏕䛸ヰ䛜䛧䛯䛔䛾䛷䛩䚹
䛣䛖䛔䛖䝯䝑䝉䞊䝆䛸䛧䛶䚸ゎ㔘䛧䛺䛔䛸䛔䛡䛺
䛔䛾䛷䛩䚹
䠄ᑠ㔝⏣2006䜘䜚䠅
4

䛆䠎䠖䝕䝟䞊䝖䛾䛇
䠄ၥ䠅ᕤල䜚ሙ䛻䝗䝸䝹䜢㈙䛔䛻᮶䛯㢳ᐈ䛜ᮏᙜ
䛻ḧ䛧䛔䛸ᛮ䛳䛶䛔䜛䜒䛾䛿ఱ䛛䠛
䠄⟅䠅㢳ᐈ䛜ḧ䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛿䚸䝗䝸䝹䛸䛔䛖≉ᐃ䛾
ᕤල䛷䛿䛺䛟䚸䝗䝸䝹䛺䛹䛾ᕤල䜢⏝䛔䛶䛒䛡䜛
䛂✰䛃䚹ᗑဨ䛾䛸䜛䜉䛝ᑐᛂ䛸䛧䛶䛿䚸䝗䝸䝹䜢ồ
䜑䛶᮶ᐈ䛧䛯㢳ᐈ䛜ḧ䛧䛔䛸ゝ䛳䛶䛔䜛䝗䝸䝹䜢
䛭䛾䜎䜎䜛䛸䛔䛖䜘䜚䛿䚸㢳ᐈ䛜䛒䛡䛯䛔䛸ᛮ䛖
✰䜢䜘䜚ᐜ᫆䛻䛒䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛ᕤල䛜䛒䜜䜀
䛭䜜䜢່䜑䚸㢳ᐈ䛜⮬ศ䛷✰䜢䛒䛡䜛䛣䛸䛜㞴䛧
䛭䛖䛺ሙྜ䛻䛿䚸ᥦᦠ䛧䛶䛔䜛ᑓ㛛䛾ᕤົᗑ䜢⤂
䛧䛯䜚䛩䜛䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹
6
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䛆䠏䠖Ꮫᰯ⤒Ⴀ䛾ሙྜ䛇
䕿䠬䠰䠝䛜䛒䜛⾜䛾㛤ദ䜢ᥦ䛧䛶䛝䛯ሙྜ
䞉 ⾜䛾㛤ദ䛿䚸䠬䠰䠝┦䛾ὶ䜢ᅗ䜛ᶵ
䜢ᣢ䛱䛯䛔䛸䛔䛖䝙䞊䝈䠄ㄢ㢟䠅䜢ゎỴ䛩䜛䛯䜑
䛾ᡭẁ䛸䛧䛶ᥦ䛥䜜䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜
䜛䚹䛭䛾ሙྜ䚸⾜䛾㛤ദ䛿ᮏ㉁ⓗ䛺䝙䞊䝈
䛭䛾䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹ᥦ䛥䜜䛯⾜䛾ᐇ䛜
ྍ⬟䛛ྰ䛛䛸䛔䛖䝺䝧䝹䛾㆟ㄽ䛻⤊ጞ䛧䛯䜚䚸
⾜䜢ᐇ䛩䜛ሙྜ䛷䜒⫢ᚰ䛾┦ὶ䛾ᶵ
䛜䛭䛾୰䛷ᣢ䛯䜜䛺䛡䜜䜀䚸ᥦ⪅ഃ䛾
‶䛜⏕䛨䜛䚹
7

䠄ၥ䠅᪥㡭䛾ᴗົ䛾୰䛷
ྠ䛨䜘䛖䛺䜢⤒㦂䛧䛯䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛

8

䠎䠉䠍 䝙䞊䝈䜢᥈䜛䛯䜑䛾ᑐヰ䛾ᢏ⾡
䠄䠍䠅䛂䕿䕿䛷ᅔ䛳䛶䛔䜛䛃䛸䛔䛖㊃᪨䛻╔┠

䠎 䛔䛛䛻䛧䛶䝙䞊䝈䜢᥈䜛䛛䠛

-᪥㡭䛹䛾䜘䛖䛻ᑐฎ䛧䛶䛔䜎䛩䛛䠛9

䠄䠎䠅どⅬ䜢ኚ䛘䛶䜒䜙䛖㉁ၥ䜢䛧䛶᥀䜚ୗ䛢䜛

11

78

䐟䜸䞊䝥䞁ᙧᘧ䛾㉁ၥ䛷㛤ጞ
䛂䛹䛖ឤ䛨䜎䛧䛯䛛䛃䛂యⓗ䛺༳㇟䛿䠛䛃
䐠ෆ㠃䜈䛾ၥ䛔䛛䛡
䛂䛭䛖ᛮ䛳䛯䛾䛿䛹䛖䛧䛶䛷䛩䛛䛃
䛂䛺䛬䛭䛖ឤ䛨䜛䛾䛷䛧䜗䛖䛛䛃
䐡ලయⓗ䛺≧ἣ䜢ᛮ䛔㉳䛣䛧䛶䜒䜙䛖䚹
ឤ䛨䛯䛝䛳䛛䛡䜔䜶䝢䝋䞊䝗䜢⪺䛔䛶䜏䜛
䛂䛹䛖䛔䛖䛻䛭䛖ឤ䛨䛯䛾䛷䛧䜗䛖䛛䛃䛂䛹䛣
䛛䜙䛭䛾䜘䛖䛺༳㇟䜢ᣢ䛳䛯䛾䛷䛧䜗䛖䛛䛃
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䖃䠍ᡯ䛛䜙䛾䛛䛳䜁䛘䜃䛫䜣
䞉ⷧ䛷䜹䝹䝅䜴䝮䛜㇏ᐩ䛺䛾䛷Ꮚ䛹䜒䛻䛒䛢䛯䛔䛜䚸ሷ䜔Ἔ䛜Ẽ
䛻䛺䜚䚸ሷ䜢䛺䜑䛯䜚ᣔ䛔䛯䜚䛧䛶Ꮚ䛹䜒䛻䛘䛶䛔䜛
䞉Ꮚ䛹䜒䛾ཱྀ䛾䛝䛥䛻ྜ䜟䛫䛯୍ཱྀ䝃䜲䝈䚹䛘䜃ಸ䚸ሷ༙ศ䚸䝜䞁
䝣䝷䜲䛾ၟရ䜢㛤Ⓨ
䠄▼2009䠅
䖃③䛟䛺䛔ὀᑕ㔪䠖䝔䝹䝰䛾䝘䝜䝞䝇䠏䠏
䞉⢾ᒀᝈ⪅䛾ẖ㣗ᚋ䛾䜲䞁䝅䝳䝸䞁ὀᑕ䛻ᑐ䛩䜛ኌ䛜䛝䛳䛛䛡
䠙‶䛰䛡䜜䛹䜒ㅉ䜑䛶䛔䜛₯ᅾⓗ䛂䝙䞊䝈䛃
䞉ඛ➃䜢⣽䛟䛧䛶ᚎ䚻䛻ኴ䛟䛩䜛ᵓ㐀䛾ὀᑕ㔪䜢ຍᕤ䛩䜛ᢏ⾡
䠄ᒸ㔝ᕤᴗᰴᘧ♫䠅䛸䛔 䛖䛂䝅䞊䝈䛃
䊻䛂䝙䞊䝈䛃䛸䛂䝅䞊䝈䛃䛾ฟ䛔䛻䜘䜚᪂〇ရ䛜㛤Ⓨ䛥䜜䜛
10

䠄䠏䠅㉎㈙䝥䝻䝉䝇䛛䜙≉ᐃ䛾䝃䞊䝡䝇䜢㑅ᢥ䛧䛯
⌮⏤䜢᥈䜛
䛂᭱⤊ⓗ䛻Ỵ䜑䜛䜎䛷䛻Ⰽ䚻ᝎ䜣䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹
䛭䛾䝥䝻䝉䝇䜢⪺䛛䛫䛶ୗ䛥䛔䚹䛺䛬㈙䛚䛖䛸
ᛮ䛳䛯䛾䛛䛸䛔䛖᭱ึ䛾䛝䛳䛛䛡䚸䛻䛧䜘䛖䛛
䛸ᝎ䜣䛰䝃䞊䝡䝇䜔䚸㞟䜑䛯ሗ䚸᭱⤊ⓗ䛻ఱ
䜢ඃඛ䛧䛯䛾䛛䛺䛹䚸ᛮ䛔ฟ䛩䜎䜎䛷⤖ᵓ䛷䛩
䛾䛷ఱ䛷䜒⪺䛛䛫䛶䛟䛰䛥䛔䚹䛃

12

䠎䠉䠎 ₯ᅾⓗ䛺䝙䞊䝈䛜䜲䞁䝍䝡䝳䞊䞉ᑐヰ䛷䛿
䜟䛛䜙䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜛
䠄䠖䝋䝙䞊䛾䜴䜸䞊䜽䝬䞁䠅
䞉䜚ᙺ䛰䛳䛯┒⏣㛗䛻䛂ᡃ䚻䛿ᖖ䛻㢳ᐈ䝙䞊
䝈䜢ᤊ䛘䛶䛔䜎䛩䚹䛭䜣䛺ၟရ䛿䜜䜛䜟䛡䛒䜚
䜎䛫䜣䛃䛸㈍㒊㛛䛜ㄽ䚹
䞉䛭䜜䛻ᑐ䛧㛗䛿䛂䛣䛾〇ရ䛿ே㢮ྐୖึ䜑䛶䛾
㡢ᴦ䛾ᴦ䛧䜏᪉䜢ᐇ⌧䛩䜛䜣䛰䚹ே㢮ྐୖึ䜑
䛶䛾䜒䛾䜢䛹䛖䜔䛳䛶ㄪᰝ♫䛜ㄪ䜉䜙䜜䜛䜣
䛰䠛䛃
䠄ᒸᮏ2008䠅
13

䠏䠉䠍 ᥦᆺ䞉ᕷሙㄏᑟᆺ䛾䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛
(1)₯ᅾⓗ䢂䡬䡹䢚䜢௬ㄝⓗ䛻タᐃ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜛ᥦ
䠄䠍䠅ᾘ㈝⪅䛜₯ᅾⓗ䛻ᢪ䛔䛶䛔䜛ḧồ䜢⮬䜙⾲⌧䛩䜛䛣
䛸䛿ᅔ㞴䛷䛒䜚䚸䜎䛯Ꮡᅾ䛩䜛〇ရ䛻䛴䛔䛶䛿〇ရᒓᛶ
䜢せồ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜒䛾䛾䛂ᅾ䛾䛃ၟရ䛾ᒓᛶ䛻䛴
䛔䛶䛿ホ౯䛿䜒䛱䜝䜣ᛮ䛔ᾋ䛛䜉䜛䛣䛸䛩䜙㞴䛧䛔䚹䛘
䜀ᾘ㈝⪅䛿ཱྀ䛻ฟ䜛ゝⴥ௨ୖ䛻Ⰽ䚻䛺䛣䛸䛜ᐇ䛿䜘䛟䜟
䛛䛳䛶䛿䛔䜛䛜䛂䛹䛖䛔䛖㞧ㄅ䛜ㄞ䜏䛯䛔䛷䛩䛛䛃䛸ゝ䜟
䜜䛶䜒䛖䜎䛟⟅䛘䜙䜜䛪䚸HANAKO䛸䛔䛖㞧ㄅ䛜Ⓨ䛥䜜
䜛䛸䛂䛭䛖䛭䛖䚸䛣䜣䛺㞧ㄅ䛜ḧ䛧䛛䛳䛯䛾䛃䛸䛔䛖ᛂ䛜
㏉䛳䛶䛟䜛䚹
䠄ே㛫䛜ᐈほⓗ䛺ḧᮃ䜢ᣢ䛱䚸䛭䜜䜙䜢⮬ぬ䛷䛝䜛⮬ᚊ䛧䛯
Ꮡᅾ䛷䛒䜛䛸䛔䛖๓ᥦ䛻ᑐ䛧䛶䛿ⓗ䠅
15
䠄▼1993䠅

䠄䠎䠅᰿※ⓗ䛺䝙䞊䝈䜈䛾ാ䛝䛛䛡䛻䜘䜛ᥦ
䠄Kotler&Roberto䠖1989䠅
䛀䛁⮬ᚊᛶ䛸⮬ᕫ⤫ไ䛾䝙䞊䝈䚸⯆ዧ䜔᪂ወᛶ䛾䝙䞊䝈䚸
ཷᐜ䛥䜜ឡ䛥䜜䜛䛣䛸䜈䛾䝙䞊䝈䚸ᶍೌ䜔ㄪ䛾䝙䞊䝈
䛺䛹䜢ᣲ䛢䚸䛣䜜䜙䜈䛾่⃭䛜ே䚻䛾ឤ䛻ᙳ㡪䜢䛘䚸
Ꮫ⩦䜈䛾ືᶵ䛵䛡䜢䛘䜛䚹
䞉 䝎䜲䜶䝑䝖⾜ື䜢⾜䜟䛫䜛䛯䜑䛻㐍ᤖ≧ἣ䛾グ㘓䛸
䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䜢⧞䜚㏉䛩䛣䛸䛷⯆ዧ䛾䝙䞊䝈䜢่⃭䚹
䞉సᴗ⒪ἲኈ䛜᪂䛧䛔ከᵝ䛺㐠ື䝯䝙䝳䞊䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸
䛷䚸᪂ወᛶ䛾䝙䞊䝈䜢่⃭
䠄㐺⏝䠅Ꮫ⏕䛜እᅜㄒ䝁䞊䝇䛾ᒚಟ䛻⯆䛜䛺䛔ሙྜ
䊻᪂䛧䛔Ꮫ⩦᪉ἲ䜢ྲྀ䜚ධ䜜䛶᪂ወᛶ䛾䝙䞊䝈䜢่⃭
17

䠏 䛔䛛䛻䛧䛶䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛䛛䠛
௨ୗ䛾᪉⟇䛿᪥㡭䛾ᴗົ䛻䛹䛾䜘䛖䛻ᛂ⏝䛷䛝䜎䛩䛛

14

䠄䠎䠅
䝇䝍䞊䝞䝑䜽䝇䜔䜰䝬䝌䞁䞉䝁䝮䛺䛹㏆ᖺᛴ㐍
ⓗ䛺㠉᪂䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛ᴗ䛻䛚䛡䜛䝃䞊䝡
䝇㛤Ⓨ䛿䚸ᕷሙ䛾䝙䞊䝈䜢᥈䛳䛶䛭䜜䜙䜢
㊊䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸⮬䜙䛾ᥦ౪䛩䜛䝃䞊䝡䝇
䜢䝷䝆䜹䝹䛻㛤Ⓨ䛧䛶䛭䛾౯್䜢㢳ᐈ䛻Ꮫ⩦
䛥䛫䜛䛸䛔䛳䛯䛂ᕷሙㄏᑟᆺ䛃
䠄Kumar, Schrer and Kotler2000䠅

16

䠄ὀ䠅㠀Ⴀ⤌⧊䛷䛿䝭䝑䝅䝵䞁䠄⤌⧊䚸Ꮡ
ᅾ┠ⓗ䠅䛻ᇶ䛵䛟䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛜㘽
䞉ᇶᮏ䛸䛺䜛䝃䞊䝡䝇䜢⏝⪅䛾䝙䞊䝈䛻䛒
䜟䛫䛶ኚ᭦䛩䜛䛣䛸䛜㞴䛧䛔䚹
䠉ᴗ䛾䜘䛖䛻䚸㈈ົⓗ䛺ぢ㏉䜚䜢ᮇᚅ䛧
䛶ู䛾ᴗ䜈㌿䛩䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䚹
䠉ከᵝ䛺⏝⪅䛾せồ䛻䛹䛣䜎䛷ᚑ䛖䛛䛾
ุ᩿䛜㞴䛧䛔
䞉ᑐᛂ⟇䊻 䝭䝑䝅䝵䞁䛻ᇶ䛵䛟ᥦᆺ䛾ᴗ
ᒎ㛤䜢⾜䛖
18
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䠏䠉䠎 㢳ᐈ䛸䛾䜲䞁䝍䝷䜽䝅䝵䞁䛻䜘䛳䛶
౯್䛒䜛䝃䞊䝡䝇䜢㐀䛩䜛
䞉䜚ᡭ䛜㈙䛔ᡭ䛾䝙䞊䝈䜢ṇ☜䛻ண 䞉 ᐃ䛩
䜛䛣䛸䛿㞴䛧䛔
䊻㢳ᐈ䛸䛾㛗ᮇ⥅⥆ⓗ䛺㛵ಀ䜢䝧䞊䝇䛻䚸䜚
ᡭ䛸㈙䛔ᡭ䛾䜲䞁䝍䝷䜽䝅䝵䞁䛻䜘䛳䛶ᮍ▱䛾
౯್䜢᥈⣴䞉Ⓨぢ䞉㐀䛩䜛
䠄䠙㛵ಀᛶ䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾䠅

䛀ၥ䛁䛭䜜䛮䜜䛹䛾䜘䛖䛻ᴗ䜢ᐃ⩏䛵䛡䛶䛔䜎䛩䛛
䚹 䛹䛱䜙䛜Ⰻ䛔䛷䛩䛛䚹
•

㕲㐨
ᫎ⏬ไస
┿䝣䜱䝹䝮
▼Ἔ⢭〇
㟁ẼὙ℆ᶵ
Ὑ
㐠㏦
䝁䞁䝢䝳䞊䝍
䝁䝢䞊ᶵᲔ

•
•
•
•
•
•
•
•

19

䠏䠉䠏 ᴗ䜢ᶵ⬟䛷ᐃ⩏䛵䛡䚸➇ྜ䝃䞊䝡䝇䛜
ఱ䛛䜢ぢㄗ䜙䛺䛔
䠄䠍䠅ⓒ㈌ᗑ䛾➇ྜ┦ᡭ䛿䝕䜱䝈䝙䞊䝷䞁䝗䠛
䞉䛂ఇ᪥䛻ᐙ᪘䛷ฟ䛛䛡䛶㐣䛤䛧䛯䛔䛃䛸䛔䛖䝙䞊䝈䜢ゎỴ䛩䜛ᡭẁ
䠄ḧồ䠅䛸䛧䛶䚸ᾘ㈝⪅䛾㢌䛻ᾋ䛛䜆䜒䛾䛿䚸ⓙ䛔䛻➇ྜ䛩䜛
䠄䠎䠅䜰䝯䝸䜹㕲㐨⏘ᴗ䛾⾶㏥
䞉ᕷሙ䛾㟂せ䛜㣬䛧䛯䛾䛷䛿䛺䛟䚸⤌⧊䛜⾜䛖άື㡿ᇦ䛾ᐃ⩏䜢
㐺ษ䛻ᐃ䜑䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛯䜑㍺㏦㟂せ䜢䝖䝷䝑䜽⏘ᴗ䛻ዣ䜟䜜䛯䚹
㽢䛂㕲㐨⏘ᴗ䛃 䠖ᥦ౪䛩䜛ᴗ䞉〇ရ䠄ᡭẁ䠅䛻䜘䜛ᐃ⩏
䕿䛂㍺㏦⏘ᴗ䛃䠖ᥦ౪䛩䜛ᶵ⬟(㊊䛩䜛䢂䡬䡹䢚)䛻䜘䜛ᐃ⩏
䠄䠨䡁䡒䡅䡐䡐1960䠅
䠄䠏䠅䝝䝸䜴䝑䝗䛾ᫎ⏬⏘ᴗ䛜䝔䝺䝡䛾ฟ⌧䛷୍⾶㏥
䠄䠐䠅 ᐩኈ䝣䜱䝹䝮 䛂䝣䜲䝹䝮⏘ᴗ䛃䊻䛂ሗグ㘓⏘ᴗ䛃
21

20

 ㍺㏦
 ፗᴦᥦ౪
 ሗ䛾グ㘓
 䜶䝛䝹䜼䞊౪⤥
 䜽䝸䞊䝙䞁䜾
 䜽䝸䞊䝙䞁䜾
 ᘬ䛳㉺䛧
 䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁 䠖IBM
 䝁䝢䞊䝃䞊䝡䝇
䠖䝊䝻䝑䜽䝇

䠄䛛䜙䛾ᩍカ䠅
䐟䛒䜛ᴗ䛻㛗䛟ᦠ䜟䛳䛶䛔䜛䛸⮬ศ䛯䛱䛾ᴗ䜢ᥦ౪
䛩䜛〇ရ䜔䝃䞊䝡䝇䛷ᐃ⩏䛧䛜䛱䚹䛧䛛䛧㢳ᐈ䛜䛭䜜
䜙䜢㉎ධ䛩䜛䛾䛿䚸䛭䜜⮬య䛜ḧ䛧䛔䛛䜙䛷䛿䛺䛟䚸䛭
䛣䛛䜙ᘬ䛝ฟ䛥䜜䜛ᶵ⬟䜢ᡭ䛻ධ䜜䛯䛔䛛䜙䚹
䠅㟁ヰ䜢㉎ධ䛩䜛ே䛿㟁ヰ䜢㏻䛧䛶䛾ே䛸䛾䝁䝭䝳
䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢ྲྀ䜚䛯䛔䛛䜙䚹䜹䝯䝷䜢㈙䛖ே䛿䜹䝯䝷⮬
య䛜ḧ䛧䛔䛾䛷䛿䛺䛟䚸䛭䜜䜢㏻䛧䛶グ㘓䛥䜜䜛ᫎീ
䜢ṧ䛧䛯䛔䛛䜙䚹

22

䠏䠉䠐 ᙉ䜏䜢ά䛛䛧䛶ᙅ䜏䜢⿵䛖
䐠ᴗ䜢⊃䛟ᐃ⩏䛩䜛䛸⎔ቃኚ䜈䛾ᑐᛂ䛜ᅔ㞴
䠄䠅㔠ᒓ䝗䝸䝹䜢䜟䛺䛔䝺䞊䝄䞊ᶵჾ䛾Ⓩሙ
䐡ᴗ䛾ᐃ⩏䛿䚸ᶵ⬟䠄㢳ᐈ䛾䝙䞊䝈㊊䠅䛾䜏䛺䜙䛪
ᢏ⾡䠄䝅䞊䝈䠅䛸ᕷሙ䜢⪃៖䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛
䛀ᐩኈ䝣䜱䝹䝮䛾䛁 䝣䜲䝹䝮⏘ᴗ䊻ሗグ㘓⏘ᴗ

23
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䠄㕲㐨♫䛾䠅
(ᙉ䜏䠅
䠄ᙅ䜏䠅
䝖䝷䝑䜽㍺㏦
Ᏻ౯
ᑠつᶍ㍺㏦
ᑠᅇ䜚䛜䛝䛟
㐜䛔
㕲㐨㍺㏦
つᶍ㍺㏦
㍺㏦⠊ᅖ㝈ᐃ
㏿䛔
䊼
䊼
䠄ᑐᛂ䠅౯᱁䞉䛭䛾䛾䝃䞊䝡䝇 䛾㍺㏦䝃䞊䝡䝇
䛸䛾ᥦᦠ䠛
24

䠏䠉䠑 䝉䜾䝯䞁䝖䠄㢳ᐈᒙ䠅䛤䛸䛻␗䛺䜛䝙䞊䝈
䞉㉎㈙⾜ື䛻ᑐᛂ
䠄ኪ㛫䝡䝆䝛䝇䝇䜽䞊䝹䛾䠅
䐟䠰Ꮫ䠖ᮾி㥐䛛䜙ᆅୗ㕲䛷䠏䠌ศ
䠄㢳ᐈᒙ䠅㔠⼥㛵ಀ➼䚸ᮾி㥐࿘㎶ᴗ䛻ົ
䐠䠝Ꮫ䠖㟷ᒣ䛻❧ᆅ
䠄㢳ᐈᒙ䠅䝣䜯䝑䝅䝵䞁䚸ᗈ࿌㛵ಀᴗ䛻ົ
䊻䐟䛸䐠䛷䛿㢳ᐈᒙ䛜␗䛺䜛䛯䜑䚸ྛ䚻䛾䝙䞊䝈
䛻䛒䛳䛯⛉┠⩌䚸ᗈ࿌፹య䛾⪃៖䛜ᚲせ
25

䠄䛒䜛බ❧୰Ꮫᰯ䛾䠅
䞉ᑠ୰୍㈏ᩍ⫱䛾◊✲ᣦᐃ䜢ᩍ⫱ጤဨ䛛䜙ཷ
䛡䚸䛣䛾ᶵ䛻ᩍဨ䛾ᣦᑟຊྥୖ䜢ᅗ䜝䛖䛸ຊ
䜢ධ䜜䛯䠄ᑠᏛᰯ䛸ඹྠ䛧䛶ᤵᴗ◊✲䜢㢖⦾䛻
ᐇ䠅
䊻୰Ꮫ䠏ᖺ䛾ಖㆤ⪅䛛䜙䛂ᑠᏛᰯ䛸䛾ᤵᴗ◊✲䛷
㢖⦾䛻ఇㅮ䛻䛺䜛䚹୰䠏⏕䛻䛸䛳䛶ᑠ୰୍㈏ᩍ
⫱䛻䛹䜣䛺ព䛜䛒䜛䛾䛛䜟䛛䜙䛺䛔䛃
䊻ᅾᰯ⏕䛾୰䛻ㄢ㢟ゎỴ䜈䛾ኌ䠄䝙䞊䝈䠅䛜ᇙ䜒
䜜䛜䛱䛺䝉䜾䝯䞁䝖䠄ᒙ䠅䛿䛺䛔䛛Ⅼ᳨䛜ᚲせ䚹
➨୕⪅ホ౯ጤဨ䜔ಖㆤ⪅䛷䛿ᇙ䜒䜜䛜䛱
27
䛺ኌ䜎䛷䛿௦ᘚ䛷䛝䛺䛔䚹

䠏䠉䠓 䝧䝛䝣䜱䝑䝖䛿䛂᮰䛃䛻䛧䛶ᥦ౪䛩䜛
䠄䠅Ꮿ㓄䝢䝄
䞉䝁䜰䛸䛺䜛䝧䝛䝣䜱䝑䝖䠖䝢䝄䜢㈙䛖
䞉ຍ౯್䠖౽䛥䠄Ꮿ㓄䛻䜘䜛䠅䚸㏿䛥
䊻䝁䜰䛸䛺䜛㒊ศ䛾䝃䞊䝡䝇䜢ኚ䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛟
䛶䜒䚸ຍ౯್䜢ᙉ䛧䛶䚸య䜢䝧䝛䝣䜱䝑䝖䛾
᮰䛻䛩䜛䠄䛣䜜䛻䜘䜚䝁䜰䝃䞊䝡䝇䛾㉎㈙䛜ᙉ
䛥䜜䜛䠅䚹
䠅䛂30ศ௨ෆ䛷㓄㐩䟿㐜䛡䜜䜀ᩱ㔠䛿䛔䛯䛰䛝䜎䛫䜣䛃

29

䊹➇த⎔ቃ䞉䝉䜾䝯䞁䝖⪃៖䛧䛶
䝁䞁䝉䝥䝖タᐃ䛧䚸䠐䡌䜢㐺ྜ䛥䛫䜛
䠐䡌䠖product䠄ၟရ䞉䝃䞊䝡䝇䠅
price䠄౯᱁䞉䝁䝇䝖䠅
place䠄ὶ㏻䠙❧ᆅ䞉ᥦ౪᪉ἲ䠅
promotion䠄䝥䝻䝰䞊䝅䝵䞁䠅

26

䠏䠉䠒 䝁䝇䝖䜢ୖᅇ䜛䝧䝛䝣䜱䝑䝖䜢ᥦ౪䛩䜛
(䠙⮬Ⓨⓗ䛺౯್䛾䜢ಁ㐍䛩䜛䠅
䛆ኪ㛫䢇䢚䡸䢚䢄䡹䡹䡴䡬䢕䠖Ꮫ䛸ẚ㍑䛧䛯䠰Ꮫ䛾䛇
䝁䝇䝖䞉ᤵᴗᩱ䠖ᅜ❧䛺䛾䛷ᤵᴗᩱ䛜Ᏻ䛔
㛫䠖18䠖20㛤ጞ䛻㛫䛻ྜ䛖䜘䛖♫䜢ฟ䜛
ປຊ䠖ᑓ㛛እ䛾ෆᐜ䛜ከ䛔
䝧䝛䝣䜱䝑䝖䞉㌿⫋䛻ᡂຌ䛧䛶䛔䜛ಟ⏕䛜ከ䛔
䊻䝡䝆䝛䝇䝟䞊䝋䞁䛸䛔䛖䝉䜾䝯䞁䝖䠄ᒙ䠅䛻䛸䛳䛶
㛫䝁䝇䝖䛿ᴟ䜑䛶㔜せ䊻㛫䝁䝇䝖పῶ⟇ᚲせ
䞉䝧䝛䝣䜱䝑䝖䞉䝁䝇䝖䛻䛿䚸㛫䚸ປຊ䚸ឤ➼䛜
ྵ䜎䜜䜛
28

䠄ၥ䠅
䕿䛣䜜䜎䛷䛻㈗Ꮫ䛾Ꮫ⏕䞉ᩍ⫋ဨ䜔Ꮫእ䛾᪉䛛
䜙䛹䛾䜘䛖䛺ὀᩥ䜔ពぢ䛜ᐤ䛫䜙䜜䚸䛭䜜䜙䛻
䛹䛾䜘䛖䛻ᑐฎ䛧䜎䛧䛯䛛䚹
䜎䛯䛭䛾䜘䛖䛻ᑐฎ䛧䛯䛾䛿ఱᨾ䛷䛩䛛䚹
䛖䜎䛟ᑐฎ䛷䛝䛯䠄䛸ᛮ䜟䜜䜛䠅䚸
䛖䜎䛟ᑐฎ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䠄䛸ᛮ䜟䜜䜛䠅䛻䛴
䛔䛶䚸䛭䜜䛮䜜䜚㏉䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹

30
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䠏䠉䠔 ᮇᚅ䛸‶㊊䛾㛵ಀ䛻␃ព䛩䜛
㢳ᐈ‶㊊ 䠙

▱ぬ䛥䜜䛯䝃䞊䝡䝇
ᮇᚅ䛥䜜䛯䝃䞊䝡䝇

䐡䝃䞊䝡䝇䜈䛾ᮇᚅ䛾⠊ᅖ 䛸▱ぬ䛥䜜䛯䝃䞊䝡䝇䛸䛾㛵ಀ
䖂‶㊊䜢㉸䛘䛯Ḽ႐䠄ᕼᮃ䡷䡬䢇䢚䡹䜘䜚▱ぬ䛜ୖᅇ䛳䛶䛔䜛ሙྜ䠅
䠝ᕼᮃ䝃䞊䝡䝇 䠙 ᮏ᮶ཷ䛡䛯䛔䛸ᮃ䜐䝺䝧䝹䛾䝃䞊䝡䝇
䊺
ᥦ౪䛥䜜䜛䜉䛝䝃䞊䝡䝇
チ䞉
ᥦ౪ྍ⬟䛺Ỉ‽䛾䝃䞊䝡䝇
䕿‶㊊ ᐜ 䞉
⠊䞉
ᅖ䞉
䊼
䠞㝈⏺䝃䞊䝡䝇 䠙 ‶㊊䜢ឤ䛨䛺䛔䛷ཷ䛡ධ䜜䜙䜜䜛
᭱ప㝈ᗘ䛾䝃䞊䝡䝇

䐟ᐇ㝿䛾䝃䞊䝡䝇䠄▱ぬ䛥䜜䛯䝃䞊䝡䝇䠅䛜ᮇᚅ௨ୖ䛺䜙‶㊊
䞉䛹䛾䜘䛖䛺䝃䞊䝡䝇䛜ᥦ౪䛥䜜䛯䠄䛸㢳ᐈ䛜▱ぬ䛧䛯䠅䛛
䞉䝃䞊䝡䝇䛻ᑐ䛧䛶䛹䛾䜘䛖䛺ᮇᚅ䜢㢳ᐈ䛜ᣢ䛳䛶䛔䛯䛛
௨ୖ䛻䜘䛳䛶㢳ᐈ‶㊊䛾⛬ᗘ䛜ᕥྑ䛥䜜䜛
䛯䛰䛧ኻᩋ䛧䛶䜒┤䛱䛻ᑀ䛻ᇙ䜑ྜ䜟䛫䛩䜜䜀‶㊊ᗘ䛿ୖ䛜䜛
䐠ᮇᚅᙧᡂ䛻ᙳ㡪䜢䛘䜛せᅉ
䞉㐣ཤ䛾⤒㦂䚸䛸䛾ẚ㍑䚸⣙᮰䞉ಖド䠄ᗈ࿌ྵ䜐䠅䚸ホุ䠄ཱྀ䝁䝭䠅
౯᱁
䛀䛁䝬䜽䝗䝘䝹䝗䛸䝰䝇䝞䞊䜺䞊䛻ᑐ䛩䜛ᮇᚅ䛾ᕪ

31

(1)᭱ప㝈ᗘ䛾Ỉ‽䠞䛸ᥦ౪䛥䜜䜛䜉䛝Ỉ‽䠝䛾㛫䛷䝃䞊䝡䝇䛜ᥦ
౪䛥䜜䜛䛾䛷䛒䜜䜀チᐜ⠊ᅖෆ䛷‶㊊䠄䛂ᑐᛂ⪅䛜␗䛺䜜䜀䛣
䛾⛬ᗘ䛾ᑐᛂ䛾㐪䛔䛿䛒䜛䛰䜝䛖䛃䛸䛾ண 䛜ྍ⬟䛺⠊ᅖ䠅
(2)㝈⏺䝃䞊䝡䝇䠄᭱ప㝈ᗘ䛾䝃䞊䝡䝇䠅䛸䛿
䞉㢳ᐈ䛻䛸䛳䛶ྍḞ䛺䝃䞊䝡䝇䚹☜ᐇ䛻ᥦ౪䛧䛶䛟䜜䜛䜒䛾䛸
ᮇᚅ䛧䛶䛔䜛䝃䞊䝡䝇䚹
ᥦ౪䛥䜜䛺䛔䛸䛂‶㊊䛃 䠙䛄䝔䝻䝸䝇䝖䛅䛻䛺䜛
䠄䠅㖟⾜䠖Ᏻᚰ䛧䛶䛚㔠䜢㡸䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛
(3)ᕼᮃ䝃䞊䝡䝇䠄ᥦ౪ྍ⬟䛺Ỉ‽䠅䜢ୖᅇ䛳䛯䛸▱ぬ䛥䜜䜛䛸
䛂‶㊊䜢㉸䛘䛯Ḽ႐䛃䠙䛄ఏ㐨ᖌ䛅䛻䛺䜛
䠄䠅㖟⾜䠖ぶ㌟䛺┦ㄯ䝃䞊䝡䝇
(4)䛂‶㊊䛃䛾≧ἣ䜢ゎᾘ䠄᭱ప㝈ᗘ䛾䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䠅䛧䛶䜒
䛂‶㊊䛃䛻䛿䛺䜙䛺䛔䠄䛂‶㊊䛷䛿䛺䛔䛃≧ἣ䛷䛒䜛䛻㐣䛞䛺䛔䠅
33

䠏䠉10 䛂▱ぬ䛥䜜䛯䝸䝇䜽䛃䜢పῶ䛩䜛
䞉▱ぬ䛥䜜䛯䝸䝇䜽䠖ᥦ౪䛥䜜䜛䝃䞊䝡䝇䛻㛵䛩䜛
ሗ䛾☜ᐇᛶ䛜㧗䛔䜋䛹䚸ே䚻䛿䝃䞊䝡䝇䜢
㉎㈙䛩䜛䛣䛸䛻Ᏻ䜢ឤ䛨䜛䚹
䊹䝃䞊䝡䝇䛾↓ᙧᛶ䠖ᡭ䛻䛸䛳䛶䛔ᚰᆅ䛜ヨ
䛫䛺䛔䚸⤒㦂䛧䛶䜏䛺䛔䛸䜟䛛䜙䛺䛔
䞉ヨ⾜䛩䜛䠄⮬䜙䛾⤒㦂䜢⤒䜛䠅䛣䛸䛻䜘䛳䛶ᚓ䛯
ሗ䛿☜ᐇᛶ䛜㧗䛟䚸᥇⏝䛾Ᏻ䜢ῶ䛨䜛䛣䛸
䛻䛝䛟㈉⊩䛩䜛䚹 䠄Kotler&Roberto䠖1989䠅
35

82

経営学入門 I・II

㽢‶㊊䠄㝈⏺䝃䞊䝡䝇䜘䜚▱ぬ䛜ୗᅇ䛳䛶䛔䜛ሙྜ䠅
32

䠏䠉䠕 䛂┠䛻ぢ䛘䛺䛔䛃䝃䞊䝡䝇䛾䝧䝛䝣䜱䝑䝖䜢
ྍど䛩䜛
䞉䝃䞊䝡䝇䛸䛿↓ᙧ䛾άື䜔䝧䝛䝣䜱䝑䝖䛾ᥦ౪
(ゐ䜛䛣䛸䜒ໟ䛩䜛䛣䛸䜒ᣢ䛱ᖐ䜛䛣䛸䜒䛷䛝䛺䛔)
䛂ሙ䛾䜰䝘䝻䝆䞊䛃
䊻䝃䞊䝡䝇䛜ᥦ౪䛥䜜䜛䝥䝻䝉䝇䛿䚸䛾䜘䛖䛻
どぬ䛥䜜䜛䚹
䝃䞊䝡䝇ᥦ౪⪅=ฟ₇⪅ 㢳ᐈ=ほᐈ
34

䠏䠉11 䝃䞊䝡䝇㉎㈙ᚋ䛾‶䞉Ᏻ䜢ῶ䛪䜛
䞉ㄆ▱ⓗ༠䛾⌮ㄽ
ከ䛟䛾ሙྜ䚸㉎㈙ᚋ䛻䛿䛒䜛⛬ᗘ䛾‶䜔Ᏻ䛜⏕䛨䚸ே䚻䛿䛭
䜜䜙䜢ゎᾘ䛧䜘䛖䛸䛩䜛᪉⟇䜢ồ䜑䜛䚹
䠄Festinger1962)
䠄䠅Ꮫ⏕䛿䚸ධᏛ䛩䜛ᏛᰯỴᐃᚋ䛻䚸⮬ศ䛾㑅ᢥ䛜ṇ䛧䛛䛳䛯䛛
ྰ䛛䛻䛴䛔䛶ᛕ䜢ᣢ䛴䚹
⮬䜙䛾ᛕ䜢ゎᾘ䛩䜛䛯䜑䛾᪉⟇䛻䛿௨ୗ䛾䠎䛴䛜⪃䛘䜙䜜䜛
䞉ඃ䜜䛯䝧䝛䝣䜱䝑䝖䛜ᚓ䜙䜜䜛䛣䛸䛜☜ㄆ䛷䛝䜛䜘䛖䛺ሗ䜢ồ
䜑䜛䚹
䞉䜈䛾㌿Ꮫ䞉㏥Ꮫ䜢⪃䛘䜛䚹
36

䠄Ꮫᰯഃ䛜䛸䜛䜉䛝ᥐ⨨䠅
ධᏛᚋ䛧䜀䜙䛟䛧䛶䛛䜙⏝⪅䛜ఱ䛻Ᏻ䜢ឤ䛨
䛶䛔䜛䛛䜢⪺䛝䚸⏝⪅䛸䛾ᑐヰ䛻䜘䛳䛶Ᏻ
䜢ῶᑡ䛥䛫䜛ᶵ䜢タ䛡䜛䚹䛣䜜䛻䜘䜚䚸₯ᅾⓗ
䝙䞊䝈䛸ḧồ䜢᥀䜚㉳䛣䛧䚸ᮏᰯ䛾䝃䞊䝡䝇䜢
⏝䛩䜛䛣䛸䛷ඃ䜜䛯䝧䝛䝣䜱䝑䝖䛜ᚓ䜙䜜䜛䛾䛰
䛸䛔䛖ᮇᚅ䜢ᣢ䛳䛶䜒䜙䛖
䠄ᮇᚅ䜢ษ䜙䛺䛔䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛜㔜せ䛺䛣䛸䛿
ゝ䛖䜎䛷䜒䛺䛔䠅
37

䠄௬ㄝ䛸䛧䛶⪃䛘䜙䜜䜛Ⅼ䠅
䞉ᕷሙㄪᰝ䠄㉁ၥ⣬ㄪᰝ䠅䛾⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛔䛶䝙䞊䝈䛜㧗䛔䛸
ᛮ䜟䜜䛯䝁䞊䝇䜢タ⨨䛧䛺䛟䛶䜒䚸䝃䞊䝡䝇ᥦᆺ䛾᪉⟇
䜢䛸䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶₯ᅾⓗ䛺䝙䞊䝈䚸ḧồ䜢᥀䜚㉳䛣䛩䛣䛸
䛜ྍ⬟䚹
䞉ᮏᰯ䜈㛵ᚰ䜢ᐤ䛫䜛ᚿ㢪⪅ᒙ(䝉䜾䝯䞁䝖)䛻䛸䛳䛶䛾䝧䝛
䝣䜱䝑䝖䜢᮰䛸䛧䛶ᥦ౪(ᑵ⫋䛻᭷䛺㈨᱁ྲྀᚓ䚸⏕ᚐ䛾
యᛶ䜢ᑛ㔜䚸ᩍᖌ䛾㠃ಽぢ䛜䛔䛔䚸䡭䡫䢀䢊䡬䢍䛺㞺ᅖẼ)䚹
䞉Ꮫᰯゼၥ䛻⇕ᚰ䛺ᩍᖌ䛾ጼ䜔ㄝ᫂䛷䛾ᅾᰯ⏕䛾ጼ䛻᥋
䛩䜛䚸ᶍᨃᤵᴗ䛻ཧຍ䛩䜛䛺䛹䛾⤒㦂䛛䜙䚸ᮇᚅ䛩䜛䝧䝛
䝣䜱䝑䝖䛜ᮏᰯ䜈䛾ධᏛ䛷☜䛛䛻ᚓ䜙䜜䛭䛖䛰䛸ᚿ㢪⪅䛜
ឤ䛨䛯(ධᏛ䛻ᑐ䛩䜛Ᏻ䠄䛂▱ぬ䛥䜜䛯䝸䝇䜽䛃䠅䛜పῶ䠅䚹
䊻䝉䜾䝯䞁䝖䛻༶䛧䛯⤌⧊䠄䛂⏕ᚐ䛾యᛶᑛ㔜䛃䠅䛾䜒
䛸䛷䛾୍㈏䛧䛯ྲྀ䜚⤌䜏䛜ᮃ䜎䛧䛔⤌⧊䜲䝯䞊䝆䜢ఏ㐩
39

38

䛀䠖㧗ᰯ䛻䛚䛡䜛⏕ᚐເ㞟䛾䠖బ㔝1996䛁
䞉ᐃဨ䜜䜢䛧䛶䛔䛯බ❧᪥ไᬑ㏻㧗ᰯ䚹❧ᆅ᮲௳䛿Ⰻ䛟䛺䛔
䠄᭱ᐤ䜚㥐䜘䜚䝞䝇15ศ䠅䚹୰㏥䚸ၥ㢟⾜ື䛻䜘䜚㔞䛾ḟເ
㞟䛜⾜䜟䜜䛶䛔䛯䚹
䞉ᑐᛂ⟇䛸䛧䛶䝁䞊䝇⦅ᡂ䜢᳨ウ䚹㏆㞄䛾୰Ꮫ⏕䠄10ᰯ1000ྡ䠅䚸
ಖㆤ⪅䚸୰Ꮫ䛾ᩍဨ䛻ᑐ䛩䜛ᕷሙㄪᰝ䠄㉁ၥ⣬ㄪᰝ䠅䜢ᐇ䚹
䞉㛤タᕼᮃ䛜㧗䛛䛳䛯ᅜ㝿ཬ䜃ሗ䛾䝁䞊䝇䛿䚸㏆㞄䛾㧗ᰯ䛸➇
ྜ䛩䜛䛸䛾ᩍ⫱ጤဨ䛛䜙䛾ᣦᑟ䛜䛒䛳䛶タ⨨䛷䛝䛪䚸୰Ꮫ
⏕䛾㛤タᕼᮃ㡰䛜ప䛛䛳䛯⚟♴䝁䞊䝇䜢タ⨨
䞉ᅾᰯ⏕䛾⏬䛻䜘䜛䜰䝑䝖䝩䞊䝮䛺㞺ᅖẼ䛾Ꮫᰯㄝ᫂䜢ᐇ
䠄⚟♴య㦂䜢ྲྀ䜚ධ䜜䛯ᶍᨃᤵᴗ䚸ㄝ᫂㛤ദ䛿⏕ᚐ㛗ᣵ
ᣜ䛛䜙䛿䛨䜎䜛䚸ไ᭹䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䛾ከᵝᛶ䜢ᢨ㟢䛺䛹䠅䚹
䞉ᩍဨ䛜Ꮫᰯㄝ᫂䛾䛯䜑䛻㢖⦾䛻୰Ꮫᰯゼၥ䠄ᩍဨ200ᅇ䠅
䞉⤖ᯝⓗ䛻䛿䚸᫂☜䛺ᚿᮃ⌮⏤䜢ᣢ䛴୰Ꮫ⏕䛜㧗ಸ⋡䛷ᚿ㢪
䊻㛤タᕼᮃ㡰䛜ప䛛䛳䛯䝁䞊䝇䜢タ⨨䛧䛯䛾䛻ఱᨾಸ⋡䛜㧗
䜎䛳䛯䛾䛛䠛

ၥ㢟Ⅼ䞉ゎỴ⟇䛾ඹ᭷
䕿ᮏ᪥䛾䝔䞊䝬䛻㛵㐃䛧䛶䛂䛣䛖䛔䛖ሙྜ䛿䛹䛖䛧
䛯䜙Ⰻ䛔䛛䛃䛸᪥㡭ၥ䛻ᛮ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜䛒䜚
䜎䛩䛛䠛
䕿ฟ䛥䜜䛯ၥⅬ䛻ᑐ䛧䛶䚸䛹䛾䜘䛖䛺ゎỴ᪉⟇
䛜⪃䛘䜙䜜䜎䛩䛛䚹ᮏ᪥䛾ㅮ₇䛾ෆᐜ䜢䛹䛾
䜘䛖䛻䛭䜜䜙䛻ᛂ⏝䛷䛝䜛䛛⪃䛘䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹
40

䛺ཧ⪃ᩥ⊩
(ᇶ♏䛛䜙Ꮫ䜃䛯䛔᪉䠅
䞉ᘅ⏣❶ග䞉▼῟ⶶ䛄䠍䛛䜙䛾䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾䛅➨䠏∧䚸☒
Ꮫ♫䚸2009ᖺ
䞉ᒸᮏὈ䞉す⏣ᚭ䛄䜿䞊䝇䛷Ꮫ䜆䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾䛾ᩍ⛉᭩
䛅⚽䝅䝇䝔䝮䚸2008ᖺ
䞉すෆၨ䞉⚟ྜྷ₶䛄䝁䝖䝷䞊䛜ᩍ䛘䛶䛟䜜䛯䛣䛸 ዪᏊ⏕䝞
䞁䝗䛜ᐇ㊶䛧䛯䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾䛅䜁䜛ฟ∧䚸2010ᖺ

䠄䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾䛸䛿ఱ䛛䜢⪃䛘䜛䛯䜑䛻䠅
䞉▼῟ⶶ䛄䝬䞊䜿䝔䜲䞁䜾䛾⚄ヰ䛅᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫䚸
1993ᖺ
41
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8 研究者のアクセス手法 II
筑波大学附属図書館長 中山伸一
はじめに
 私は現在の自分の専門分野を「応用情報学」といっております。大学の専門
は有機合成化学ですが、タンパク質を対象に電子スピン共鳴装置を使ってスピ
ンラベル法という手法を用い、タンパク質の高次構造の研究を行っておりまし
た。その後、化学の研究所でフッ素化合物の合成研究を一年間行い、図書館情
報メディア系の前身である図書館情報大学に勤めましました。そして、その後
ウエットな研究からドライな研究への方向転換を行い、現在は化学の研究も続
けながら図書館情報学や認知科学的な研究を行っております。
 指導を行っている（いた）大学院生や学部生の研究テーマは、
「三次元構造に
もとづくタンパク質構造の類似度」、「化学構造表現におけるビットストリング
の方法の比較」、「感情による図書検索システム」、「性格と感情の個人差に基づ
く図書検索システムの可能性の検討」、「創造性測定と思考動機」、「物語映像に
享楽する心の構造に関する研究」、「知識表現としての説明の仕方の分類」など
多岐にわたっております。これらの領域の全てに関してお話をするには時間が
足りませんので、ここでは『情報化学』をキーワードとした研究をとりあげ、
その研究の方法とそこでの情報の位置づけを紹介するとともに、大学図書館と
の関わりを考えてみることにします。
情報化学とは
 情報化学がどのような研究を行う領域であるのかが分かる、という図書館員
の方は少ないと思います。日本化学会の部会の一つに情報化学部会というのが
ありますが、この部会は化学研究への情報・計算機の広い活用を図ることを目
的に 1983 年に設立され、現在の会員数は 400 名程と小さな所帯です。アメリカ
化学会にも同様の領域に対応する部会がありますが、こちらは

Division of

Chemical Information (CINF)と Division of Computer in Chemistry (COMP)
の二つに分かれており、それぞれ 1,000 名程と 2,200 名程の会員数です。CINF
は化学の情報を（計算機で）どう扱うか、COMP は化学を計算機でどう扱うか
ということが研究の中心です。情報化学部会はその両者を包含する研究領域を
扱っております。以下に、情報化学部会の HP に掲載されている情報化学の研
究領域を示します。
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・化学情報学（情報検索、データベース、グラフ理論、反応設計など）
・理論化学、計算化学（量子化学、分子軌道法、分子力学、分子動力学、
各種シミュレーションなど）
・ケモメトリックス（統計、数理科学など）
・構造活性相関、構造物性相関
・知識情報学およびそのためのソフトウェア（エキスパートシステム、
ニューラルネットワーク、ファジィ、カオスなど）
・コンビナトリアルケミストリー
・通信・システム（コンピュータネットワーク、並列化、専用機、コン
ピュータグラフィックスなど）
・ラボラトリーオートメーション
・上記分野に関する教育
http://cicsj.chemistry.or.jp/intro.html (参照 2012-06-08)
 なじみの無い単語が連なっていてチンプンカンプンだと思いますが、授業の
中では少し詳しく述べたいと思います。
情報化学研究の流れと情報
 私が情報化学の研究を行おうとする学生を研究指導する場合、だいたい以下
のような大まかな流れで行っています。
   研究テーマの設定（問題点の明確化）
   関連研究の論文講読
   仮説（モデル）の設定
   研究テーマ・仮説の新規性のチェック
   実験（仮説検証）計画の立案
     実験方法の選択、開発
     分析方法の選択、開発
   実験（計算機実験）
   実験結果の考察（仮説の妥当性の検証）
   研究成果の新規性の再チェック
 このように情報化学研究といっても特別な研究の流れがあるわけではなく、
一般的な科学研究の流れである仮説検証のプロセスをたどります。ただ、仮説
（モデル）を考えた後、それをウエットな実験により実証するのではなく、理
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論もしくは計算機実験等により実証していくというのが特徴です。
 情報学の研究一般に言える事ですが、情報化学の研究は何らかの領域の研究
を支援するようなものが多いようです。例えば、化学情報学における大きなテ
ーマの一つとして化合物の情報検索があります。しかし、化合物の情報検索が
社会に直接役立つかというとそうではなく、薬の開発や材料の開発などという
研究を支援するのに利用されるのが一般的です。従って、化合物の情報検索に
ついて研究しようという場合、何のために使われるのかという想定をする必要
があり、それによって検索システムのモデルが変わってきます。その意味で、
情報化学研究においては、情報化学そのものに関する問題点の把握だけではな
く、その応用領域での問題点の把握というのも必要になる場合が多いのです。
 情報学と化学の複合領域である情報化学研究には、化学からこの領域に入っ
た研究者と情報学から入った者がおり、どちらから入ったかにより研究のため
の情報の扱い方が異なります。研究の始まりである問題発見の段階で考えると、
化学からこの領域に入った者は、応用領域である化学の問題発見は自分の専門
なので知識があります。しかし、情報学からこの領域に入った者は、専門外の
情報を扱わなくてはなりません。後者の問題発見は、化学の専門家からの依頼
や、一般誌などを読んでの思いつき（この場合はどうすれば問題解決できるの
かを合わせて思いつく場合が多い）がきっかけとなります。そこから明確な研
究テーマを設定するまでは、情報化学の専門誌を読む事になります。
 研究テーマが設定されると、情報学の知識を使ってどのようにその問題を解
くことができるのかを考える仮説（モデル）設定の段階に入ります。もちろん、
テーマ設定と仮説設定は奇麗に分離される訳ではなく、並列的に行われる場合
も多くあります。仮説設定に必要な情報は、対象とする問題に関する先行研究
であり、これはどのような研究領域においても必須です。ただ、情報化学研究
の場合、その方法論として情報学や情報工学の方法を援用する場合が多いので、
化学からこの領域に入った者は、それらの方法についての情報や知識を得る必
要があります。私はタンパク質の高次構造の研究を行っておりますが、大学の
同僚（情報工学の専門家）に誘われて情報工学の国際会議に出席し、ニューラ
ルネットワークという新しいパターン認識手法を知って、高次構造予測にそれ
を適用する研究を行ったことがあります。残念ながら、この研究は他の研究者
に先を越されましたが、同時期に私を含めて多くの研究者が同じような研究成
果を発表しており、新たな手法の開発に注意することの重要性を実感しました。
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 実験計画の立案は、どのようにして仮説を検証するかを考える段階です。こ
こでは仮説に従ったシステム開発やデータ分析の方法を考えるため、プログラ
ミングや分析手法等に関するような情報や知識を必要とします。化学からこの
領域に入った者は、そのような情報や知識を新たに得なければなりません。
 実験以降の検証プロセスは一般的な科学研究の流れと同じで、情報化学の専
門知識が必要となります。
大学図書館および大学図書館職員に期待すること
 情報検索の端末が研究室に置かれるようになり、図書館職員の情報検索への
関与は現在ではほとんど認められなくなっております。それに加えて電子ジャ
ーナルの導入により、図書館の器としての利用は減ってきております。一方、
アクセスが多様化したことにより、全体的な図書館機能の利用度は向上してい
ると考えられます。特にインターネットを介して電子的資料を読むという図書
館機能を利用する研究者は急激に増大しております。資料の検索は研究者の能
力の問題ですが、検索機能そのものの提供や、そこで得られた資料をできるだ
け電子的に得られるように、適切で分かりやすい環境を作っていくことは図書
館の問題です。端末の上に、いかに使いやすい図書館を構築できるかが図書館
に求められている課題なのです。
 情報化学のような複合領域の研究を行おうとすると、自分の専門としない領
域の資料が大変重要になります。近年多くの複合領域の研究が盛んに行われる
ようになってきておりますが、その複合の度合いはますます高まり、研究者が
研究対象に関わるすべての専門資料を扱うのが困難な状況が現れてきておりま
す。図書館職員が資料論の知識を豊富に持って対応してくれる事は、研究者に
とって大変ありがたいことです。もちろん、専門分野の研究者の方が、知識を
多く持っていることは間違いありません。図書館には、そのような人を紹介す
るというゲートキーパとしての役割も期待されると考えます。その意味で、図
書館職員が研究者との接点を多様に持つ事が必要でしょう。
おわりに
 研究に関わる情報・資料は、日々変化しております。大学図書館と大学図書
館職員は、それに常に追随して学ぶことにより、わがままな研究者の研究を支
援していただければと思います。
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– ᏛሗᏛ㡿ᇦ
• ྜ≀᳨⣴䝅䝇䝔䝮

– ィ⟬Ꮫ㡿ᇦ
• ᛂ䝯䜹䝙䝈䝮ゎᯒ

• ᇶ㉁䛾↓䛔䝍䞁䝟䜽㉁䛾άᛶ㒊
– 䛹䛾䜘䛖䛻᳨ฟ䛩䜜䜀Ⰻ䛔䛛

– 䜿䝰䝯䝖䝸䝑䜽䝇㡿ᇦ
• ⮬ᕫ⤌⧊䝬䝑䝥䛻䜘䜛ྜ≀ศ㢮
• ᵓ㐀≀ᛶ┦㛵

ሗᏛ◊✲
•
•
•
•
•

◊✲䝔䞊䝬䛾タᐃ䠄ၥ㢟Ⅼ䛾᫂☜䠅
㛵㐃◊✲䛾ㄽᩥㅮㄞ
௬ㄝ䠄䝰䝕䝹䠅䛾タᐃ
◊✲䝔䞊䝬䞉௬ㄝ䛾᪂つᛶ䛾䝏䜵䝑䜽
ᐇ㦂䠄௬ㄝ᳨ド䠅ィ⏬䛾❧
– ᐇ㦂᪉ἲ䛾㑅ᢥ䚸㛤Ⓨ
– ศᯒ᪉ἲ䛾㑅ᢥ䚸㛤Ⓨ

• ᐇ㦂䠄ィ⟬ᶵᐇ㦂䠅
• ᐇ㦂⤖ᯝ䛾⪃ᐹ䠄௬ㄝ䛾ጇᙜᛶ䛾᳨ド䠅
• ◊✲ᡂᯝ䛾᪂つᛶ䛾䝏䜵䝑䜽

௬ㄝ䠄䝰䝕䝹䠅䛾タᐃ
• Ꮫ

– ᵓ㐀⾲グ
– 㢮ఝᗘ⾲⌧
– ศᯒᡭἲ䠄䝇䝨䜽䝖䝹䠅

• ሗᏛ䠋ሗᕤᏛ
– 䝟䝍䞊䞁ㄆ㆑

• 㝵ᒙᆺ䝙䝳䞊䝷䝹䝛䝑䝖䝽䞊䜽

– ⮬ືศ㢮

• ⮬ᕫ⤌⧊䝬䝑䝥
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䠖ᶵ⬟䛸䜰䝭䝜㓟㓄⨨

ሗᏛ◊✲
•
•
•
•
•

• ᶵ⬟Ⓨ⌧
– 䜰䝭䝜㓟

• ྠ䛨ᶵ⬟
– ྠ䛨䜰䝭䝜㓟㓄⨨

• ྠ䛨ᶵ⬟䜢ᣢ䛴䝍䞁䝟䜽㉁
– ྠ䛨䜰䝭䝜㓟㓄⨨䛾᥈⣴ 䊻 ᶵ⬟㒊䛾Ⓨぢ

ᐇ㦂䠄௬ㄝ᳨ド䠅ィ⏬䛾❧

◊✲䝔䞊䝬䛾タᐃ䠄ၥ㢟Ⅼ䛾᫂☜䠅
㛵㐃◊✲䛾ㄽᩥㅮㄞ
௬ㄝ䠄䝰䝕䝹䠅䛾タᐃ
◊✲䝔䞊䝬䞉௬ㄝ䛾᪂つᛶ䛾䝏䜵䝑䜽
ᐇ㦂䠄௬ㄝ᳨ド䠅ィ⏬䛾❧
– ᐇ㦂᪉ἲ䛾㑅ᢥ䚸㛤Ⓨ
– ศᯒ᪉ἲ䛾㑅ᢥ䚸㛤Ⓨ

• ᐇ㦂䠄ィ⟬ᶵᐇ㦂䠅
• ᐇ㦂⤖ᯝ䛾⪃ᐹ䠄௬ㄝ䛾ጇᙜᛶ䛾᳨ド䠅
• ◊✲ᡂᯝ䛾᪂つᛶ䛾䝏䜵䝑䜽

䠖୕ḟඖⓗ䛻ྠ䛨㒊䛾᥈⣴

• ྜ≀᳨⣴䝅䝇䝔䝮

• 䜰䝭䝜㓟䛾㓄⨨

• ᛂ䝯䜹䝙䝈䝮ゎᯒ

• 䜾䝷䝣⌮ㄽ

– 䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨ䊻ホ౯䠄㐺ྜ⋡䚸⌧⋡䚸㏿ᗘ䠅

– ⌮ㄽ䛾㑅ᢥ䊻ᚓ䜙䜜䛯䝯䜹䝙䝈䝮䛾ጇᙜᛶ

• ⮬ᕫ⤌⧊䝬䝑䝥䛾㐺⏝

– 䝜䞊䝗䜢䜰䝭䝜㓟䛾ᑐᛂ
– ᑐᛂ䛩䜛䜰䝭䝜㓟㛫䛾㊥㞳䛜୍⮴ 䊻 䜶䝑䝆

– ከᵝ䛺ศᯒἲ䊻᪉ἲㄽ䛾ホ౯

• ᵓ㐀≀ᛶ┦㛵

– 㛵ಀ䝰䝕䝹䛾ᵓ⠏䊻┦㛵㛵ಀ䛾

ᐃ

– ᭱㒊ศ䜾䝷䝣
䊻 ୕ḟඖⓗ䛻ྠ䛨᭱䜰䝭䝜㓟㒊ศ䛾Ⓨぢ

ሗᏛ◊✲
•
•
•
•
•

◊✲䝔䞊䝬䛾タᐃ䠄ၥ㢟Ⅼ䛾᫂☜䠅
㛵㐃◊✲䛾ㄽᩥㅮㄞ
௬ㄝ䠄䝰䝕䝹䠅䛾タᐃ
◊✲䝔䞊䝬䞉௬ㄝ䛾᪂つᛶ䛾䝏䜵䝑䜽
ᐇ㦂䠄௬ㄝ᳨ド䠅ィ⏬䛾❧
– ᐇ㦂᪉ἲ䛾㑅ᢥ䚸㛤Ⓨ
– ศᯒ᪉ἲ䛾㑅ᢥ䚸㛤Ⓨ

• ᐇ㦂䠄ィ⟬ᶵᐇ㦂䠅
• ᐇ㦂⤖ᯝ䛾⪃ᐹ䠄௬ㄝ䛾ጇᙜᛶ䛾᳨ド䠅
• ◊✲ᡂᯝ䛾᪂つᛶ䛾䝏䜵䝑䜽

92

研究者のアクセス手法 II

ᐇ㦂䠄ィ⟬ᶵᐇ㦂䠅
• 䝥䝻䜾䝷䝮
– ᪂つ㛤Ⓨ
– ᪤Ꮡ

• 䝕䞊䝍
– ᪂つసᡂ
– ᪤Ꮡ

ሗᏛ◊✲⪅䛜ồ䜑䜛㈨ᩱ
• ᇶᮏⓗ䛺ሗ
– ⥲ㄝ
– ༢⾜᭩
– 䝅䝸䞊䝈

• ᭱᪂䛾ሗ
– 㞧ㄅㄽᩥ

• ᳨⣴䝅䝇䝔䝮

ሗᏛ㛵ಀ䛾ㄽᩥㄅ䠄Ꮫ䠅
• JournalofComputerAidedChemistry(2000Ͳ)
(᪥ᮏᏛሗᏛ㒊)

• JournalofComputerChemistry,Japan(2002Ͳ)
JournalofChemicalSoftware(1992Ͳ2002)
JCPEJournal<JCPENewsletter(1989Ͳ1988)>(1999Ͳ2002)
(᪥ᮏ䝁䞁䝢䝳䞊䝍Ꮫ)

ሗᏛ㛵ಀ䛾ㄽᩥㄅ䠄ၟᴗㄅ䠅
•
•
•
•
•

• ChemͲBioInformaticsJournal

•

• JournalofChemicalDocumentation(1961–1974)
JournalofChemicalInformationandComputerSciences(1975–2004)
JournalofChemicalInformationandModeling(2005Ͳ )
(TheAmericanChemicalSociety)
• JournalofChemicalTheoryandComputation(2005Ͳ )(TheAmerican
ChemicalSociety)

•
•
•
•
•
•

(ሗィ⟬Ꮫ⏕≀Ꮫ)

ሗᏛ㛵ಀㄽᩥ䛜ᥖ㍕䛥䜜䛶䛔䜛
ㄽᩥㄅ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JournaloftheAmericanChemicalSociety(ACS)
AngewandteChemie(Wiley)䠘䝗䜲䝒Ꮫㄅ䠚
JournalofOrganicChemistry(ACS)
Tetrahedron(Elsevier)
ActaCrystallographica(Wiley)
AnalyticalChemistry(ACS)
JournalofAnalyticalChemistry(Springer)
AnalyticaChimicaActa(Elsevier)
JournalofChemicalPhysics(AIP)
InternationalJournalofQuantumChemistry(Wiley)
Biochemistry(ACS)
JournalofMolecularBiology(Elsevier)
NucleicAcidsResearch(Oxford)
JournalofMedicinalChemistry(ACS)
JournalofPharmaceuticalSciences(Wiley)
DrugDiscoveryToday(Elsevier)

JournalofComputationalChemistry(Wiley)
MolecularInformatics(Wiley)
JournalofChemometrics(Wiley)
JournalofMolecularModeling(Springer)
JournalofComputerͲAidedMolecularDesign<PerspectivesinDrug
DiscoveryandDesign>(Springer)
JournalofMolecularGraphicsandModelling<JournalofMolecular
Graphics>(Elsevier)COMPMGMS
ComputationalBiologyandChemistry<Computers&Chemistry>(Elsevier)
TetrahedronComputerMethodology(Elsevier)Ͳ1991
ChemometricsandIntelligentLaboratorySystems(Elsevier)
Bioinformatics(Oxford)
JournalofChemicalTheoryandComputation(ACS/COMP)
JournalofChemicalInformationandModeling(ACS/COMP)

ሗᏛ◊✲⪅䛜ồ䜑䜛ᅗ᭩㤋ဨ
• ࿘㎶㡿ᇦ䛾▱㆑䜢ồ䜑䜛
– ᑓ㛛▱㆑䛿◊✲⪅䛜ᣢ䛴
• 䜰䜲䝕䜰䛾ᣑᙇ䛾䛯䜑䛻࿘㎶䛾ሗ䜢᥈䜛
– 䛹䛾䜘䛖䛺᳨⣴䝅䝇䝔䝮䜢䛘䜀Ⰻ䛔䛾䛛
– 䛹䛾䜘䛖䛺ᇶᮏⓗᩍ⛉᭩䛜䛒䜜䜀Ⰻ䛔䛾䛛

• ᅗ᭩㤋ဨ䛜▱㆑䜢ᣢ䛴
• ᅗ᭩㤋ဨ䛜◊✲⪅䛾▱㆑䜢ᣢ䛴
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䛚䜟䜚䛻
• ⏝⪅䛾ศᯒ
• ᥦ౪䛷䛝䜛ሗ䛾ᣑ
– ᑓ㛛㈨ᩱ▱⧊
– ◊✲⪅䛾▱㆑

• ሗ䛾Ⓨಙ
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9 ࿑ᦠ㙚ᑪ▽ߣ⸳
╳ᵄᄢቇ࿑ᦠ㙚ᖱႎࡔ࠺ࠖࠕ系ᢎ
ᬀ᧻ ⽵ᄦ

１．図書館建築はそれぞれごとに正解がある

建物は「働きとしての図書館」の器 → それぞれの役割、運営方針、利用者 → 役に立つ建物
建物はある固有の場所に建設される → 特有の条件・制約（物理的・社会的環境、地盤、法律など）
→ 固有の条件に合わせ、もっと多様性と個性をもった建築が追求されるべき
活動は変化するが、建物は容易には追随できない。時として器が活動を制約することもある
→ 将来の活動の変化の方向を予測し、それに対応できる建築を創造する

２．配置計画

利用しやすい位置、分かりやすい位置
・利用者の日常的な生活動線の上に →
・学部のグルーピングとの関係
→
・図書館相互の位置関係
→

キャンパス入口、中央広場、食堂に接して、学部棟入口
利用者の全体としての移動距離が少ない
キャンパスプランニング上の課題

３．規模計画（延床面積と各部の面積配分）

3-1 全体規模、分割方式
・基準、法規、予算、その他から延床面積の上限値が設定されることがある
例：国立大学図書館協議会『図書館建築基準に関する報告』による
「基準面積算定式改訂試案」（1991 年 6 月）

→

部分に分割

S＝ 1.8U＋3.5G＋5.3（1.5R−0.21U−0.336G）＋80T＋500
R＝当該団地の全蔵書冊数（単位：千冊、未満切り捨て）
U＝当該団地の学部、一般教養、専攻科、別科、短大の学生定員
G＝当該団地の大学院完成定員
T＝受入雑誌タイトル数（単位：千タイトル、未満切り捨て）
-1 （

）内が負数になる場合は 0 とする

-2 図書館本館の面積については上記算式により算出した面積にさらに 500 ㎡を加算する。
但し、加算は大学１カ所とする。

■現行（文部省編「国立学校建物必要面積基準書」1978 年）

S＝ 1U＋2G＋5.3（1.5R−0.1U−0.16G）＋300 （全学で１館に限りさらに 300 ㎡加算できる）
改訂の必要性：現行算定式では考慮されていない点（同報告より）
1.インテリジェント化、ニューメディア関連スペースの増加（OPAC、CD-ROM など）
2.大学の国際化と増加する留学生

3.定員以外の学生（研究生など）並びに教官の利用
4.「ゆとり」への対応
5.生涯学習への対応

←

大学図書館の一般開放

3-2 積み上げ方式
本質的には図書館の面積は、計画図書館の果たすべき役割、活動内容、サービス方針から必要な室・ス
ペースなど（参考表）の構成要素を決定し、それぞれごとに収容する資料数（必要となる書架数に換算し
て）、座席数その他の設備の数と単位面積などから必要な床面積を算定して積み上げることで求めるべき
である。
しかし、積み上げ式だけで決定できることはまれで、上記の全体面積との間でいくつもの各部面積の配
分試算を行うことで適正な全体規模とその配分を決定する。
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［参考ー1］
表：構成要素別スペース
目

的

構成要素

室・スペース

主要内容

利

用

入

入口ホール
ロビー
（軽読書スペース）
貸出カウンター

ブックポスト・傘立て・B.D.S.
展示スペースなど
一般雑誌・新聞など
貸出・返却、総合案内、入退館管理

目録検索スペース

OPAC端末スペース

参考図書閲覧室

参考図書、二次資料
参考業務デスク
情報検索用端末コーナー
複写設備

開架資料室
・一般開架資料室
・雑誌閲覧室
・新聞閲覧室
・指定図書閲覧室
・特殊資料室
・貴重資料室
・視聴覚資料室

・主題部門別開架室制
・資料種別開架室制
OPAC端末スペース
資料配架スペース
資料展示スペース
閲覧座席スペース
相談業務スペース
ラウンジスペース

グループ研究室
グループ学習室
演習室
資料複写スペース
喫煙室

図書館資料を利用するグループ研究

安全開架式書庫
閉架式書庫
通常型書架、集密書架、積層書架
自動書庫

口

目録・参考業務

閲

そ

覧

の

他

収

蔵

書

庫

一般書庫
保存書庫
貴重書庫
視聴覚資料庫

業

務

総

務

館長室兼応接室
各役職員室
一般事務室
会議室

整

施設維持

理

図書館資料を教材とする演習

庶務・会計

整理事務室
印刷・複写室
視聴覚資料制作・編集室
製本準備室
荷解き室、消毒室
倉庫

情報管理

情報管理室

閲覧業務

閲覧事務室

その他

休憩室・更衣室

コンピュータ室など

機械室・電気室・施設管理室（延床面積の10％程度）、廊下、階段、便所など
参考資料：国立大学図書館協議会『図書館建築基準に関する報告』平成 3 年
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［参考ー2］ 大学図書館を取り巻く環境の変化
「インタ−ネット上の情報は信頼性に乏しい」
「目的とする情報がなかなか見つけられない」

利用者（学生・院生・教職員

図書館は利用しない（利用する必要がない）
 " 
来館利用

非来館型利用

資料情報の利用

来館 場の利用
機器の利用

アクセス
% 

・インタ−ネットパソコンの設置
・情報コンセントの装備

・媒体変換

・大型デ−タベ−スの提供

コンピュ−タセンタ−機能との融合

・電子ジャ−ナルの提供

組織・施設の融合：情報基盤センタ−

図書館

快適な利用環境

メディアミックス型ゾ−ン構成

・信頼されるコレクションの構築

・資料と情報の迅速・的確な探索

・アクセスサイトの選定

図書館職員の専門的な知識と技術
による人的サ−ビスの充実

図書館職員による

情報活用技術教育

教育機能を担う図書館
利用者に転換

図書館職員に時間とスペ−ス

・単純反復的な労働の軽減

・知的作業に専念できる環境

・職員の効率的な配置

･ 開架書架−公開書庫−閉架書庫の 3 段階構成

・保存スペ−スの拡充

・搬送の機械化

・迅速な出納提供

・共同保存書庫機構の追及

市民利用の増加への対応
増え続ける活字資料への対応
・インタ−ネットを介した遠隔教育の実施
・一般市民への図書館の公開
・法人化

関連サイトとのリンク

・新しいコンテンツの作成

・高性能パソコンの装備

マルチメディア教材作成
センタ−機能化ヘの要求

ネットワ−ク上への情報の発信

・セルフサ−ビス化 ／ IC タグシステムの開発
・ 自動出納書庫

経営という視点
・学際的・総合的な研究教育
・研究機能への重点の移行

→ 図書館への資料の集中配置

・出版量の増加，購入資料数の増加
←

資料購入費の削減

$#!' &
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3-3 書架スペースの面積算定
蔵書収容力（冊／㎡）＝

段数×一段に並べられる冊数×利用率×2
書架間隔×0.9

表：書架間隔と書架間における行為
書架間隔

適 用 箇 所

1.2 m
1.35
1.5

閉架実用最小
閉架常用
利用者の入る閉架
開架実用最小
開架実用

1.65
1.8
2.1
2.4

書架間における利用者・館員の行動など
最下段の資料を取り出す際には膝をつく
最下段の資料を腰を曲げて取れる
接架している人の背後を自由に通行できる

声をかければ接架している人の背後をブッ
クトラックが通行できる
資料数の多い
接架している人の背後をブックトラックが
開架常用
通行できる
利用者の多い開架 人と車椅子がすれ違うことができる
利用者の多い開架 車椅子同士でもすれ違うことができる
下段が突き出している書架が使用できる

実際の算定では、柱の存在による配置上のロスや主要な通路部分の
面積などを見込んで、30％程度の割り増しをしておくことが必要。
3-4 複合・併設の図書館建築
大学図書館が研究棟など他の機能の施設と複合・併設して
「合築」で建設されることもしばしばである。
この理由には用地難、建設費・維持費の効率化、利用の 2.建物内公害
便、利用のきっかけをつくりやすいなどが挙げられる。
講義室からの騒音や食堂からの臭気の問題
しかし、複合化に伴うデメリットは建築面だけでも,
など
1.図書館としての空間構成の自由度が制約される
3. 将来の増・改築の可能性が制約されるなど
分かりやすい入口、
がある。
天井の高いワンル−ムの空間、
複合化は、図書館サービスに支障のない施
各スペースの合理的な配置、
設条件が確保されること（入口の独立、面積
書架配列に都合のよい柱間隔 の確保が困難
の確保、柱間隔など）を条件とすべきである。
４．各部計画

4-1 資料情報を利用する
・さまざまな目的をもった来館者＝利用目的、体調・気分、好みなどにより求める空間性状が異なる。
→さまざまなスペース、多様な閲覧机と座席（個室、個人席、大きな机（隔て板の有無）、グループ室）
→温湿度、照度、音環境に対する「快適さ」の個人差→セルフコントロール、細かなゾーンコントロール
・資料・情報の取得や利用にパソコンを使うことが多くなった。
照明：垂直面照度と水平面照度の照度格差
グレア（＝強い輝度対比、映り込みなどによる見にくさ）の問題
TAL 方式＝局部（タスク）照明＋全般（アンビエント）照明→省エネルギー、個人の好みへの対応
床配線：電源線、通信線が床をはわないように→フリーアクセスフロア or 情報コンセント
音環境：音の発生源を除く（床材の選択など）、音の拡散防止（吸音、ブースで囲う）、遮音（外部騒音）
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コーナー型

書架ブロック型

コーナー形成型

呼び名

高さ（mm）

幅（m m ）

比

率

文庫判（A6判）

148

105

13.0％

新書判

約 170

約 110

5.8％

B6 判

182

128

10.8％

A5 判

210

148

31.1％

B5 判

257

182

29.1％

A4 判

297

210

約 1 0％

・利用するために保存する→利用しやすい（探しやすい、取り出しやすい）
OPAC の普及にともない閉架資料の請求が増えている。
・長年月にわたって保存する→収蔵効率が高い、保存性が高い
安全開架式で学生などを入庫させる→積層書架の場合、消防法との関係
電動書架などの集密書架→探しにくい
・書庫環境：できる限り温度・湿度の変化が少ない、紫外線など有害光線の侵入・発生が少ない
通常書庫は書庫内作業員に快適な環境を優先（暖冷房）、保存・貴重書庫では保存性能優先
地下書庫の方が外部からの影響が少なくコントロールしやすい（建築構造上も有利）
地上の場合には、窓の向きと大きさに注意：窓ガラスは熱伝導率が高く室内温度が変化しやすい
書庫の大規模化にともなう書庫内作業の労働量の増加（地下書庫では快適な作業ステーションが困難）
出納業務の効率化、省エネルギー、地震時の安全性、保存性の向上などから自動書庫に可能性
自動書庫＋搬送設備で自動出納システム（国際基督教大学図書館など）
・消火方法（水かガスか：スプリンクラー、ガス消火設備のいずれにしても防災設備の日常点検は必須）

・返却の都度，任意のビンに収める
フリーロケーション方式で管理

・出納時間は平均 5 分弱

4-3 資料・情報を作成する
・資料の媒体変換（マイクロ化、電子資料化）
・館独自の資料の作成（加工、編集、編纂）
アーキビスト的な職員の研究個室

→

機関リポジトリ

５．事務作業室のインテリジェント化
・事務作業でのパソコンの使用 →個別性の高い型家具（一人当たりの面積を大きく、照明、空調、配線処理）
個人作業化
→セクショナリズムの発生、お互いの顔を見合うことが少なくなる、ＯＡ疲労の問題→職員談話室
■公共図書館では「スタッフラウンジ」の設置は常識化してきた。
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６．強い地震に対する安全確保の対策
6-1 開架 スペ ース ：高書架はしょうぎ倒しになり、低書架は横に移動する。いずれからも本が転落する。

（書架は本を振り落とすことで転倒・崩壊を免れる、人が書架間にいる場合には、本が降ってくる危険があるが、
そうでないと書架が倒壊する）

・高書架は床固定（アンカーに固定）および頭つなぎ、低書架は床固定

連方向の揺れに対しては、いずれの場合も書架の中心部にブレース（筋交い）を入れる。

・壁に沿って置いてある家具は、背面を壁に緊結する（壁には事前に受けを施しておく）
・雑誌架なども上記と同様の措置

・端末機などは家具に固定し、家具を床に固定

・キャスターのついた移動家具は、使用時以外然るべき場所に収納する習慣を付ける。
6-2 事務・作業室：2 段重ねのキャビネットが最も危険、ロッカーなども倒れたり動き回る。
机上に置いてあるパソコン類が落下する。
・2 段キャビネットは上下を緊結し、壁などに固定する。
・移動する家具は、ロックをするなどを習慣化する。
6-3 書 庫：移動式書架が連方向、横方向に強く揺られ、脱線、転倒する。
・耐震機構の充実を購入の判断基準とする。
・連方向に、各書架中心にブレースを入れる。

→在館者がいる場合を想定しての避難・誘導訓練を定期的に実施する。
→きちっとした施設管理（日常点検、防火シャッターの下に書架を移動してしまうなどがないように）
７．セルフサービス、省人化への装置
7-1

蔵書の不正持ち出しを防ぐ、入口での BDS （磁気式、IC タグシステム）
フルサーキュレーション方式とバイパス方式
7-2 蔵書検索のセルフサービス
利用者開放端末 OPAC（館内のいろいろな場所に：情報コンセント、配線ルートだけは設置しておく）
7-3 貸出のセルフサービス
場合によっては、カウンターの人にもどんな本を借り出すかを知られたくない
7-4 返却のセルフサービス
さいたま市立中央図書館に設置
7-5 閉架書庫からの出納のための自動出納書庫
８．サイン計画
基本：利用者の限定された大学図書館であっても、大規模化、複雑化などからサインの重要性は増して
いる。サインを付録的なものと考えず、設計段階から一貫したシステムとして計画することが大
切である。
8-1 サインの設置個数は少なく：誘導をサインだけと考えない。
例えば、階ごとに基調色を決めていろいろな場所にそれを使えば、現在地の識別は容易になる。
カウンターの近辺を明るくすれば人は寄ってくる。
8-2 サインの情報は少なく、平易な表現で：サインは見るもので読むものではないと考えるべき。
専門用語は極力少なくする。
8-3 空間表示型のサインを充実する：利用者は迷った時点でサインを求める。
したがって「方向指示型＝矢印方式」より、どこからでも進路選 択が検討できる「面的な表
示＝地図方式」の方が適している。
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［付 録］
１．建築基準法の規定
1-1 延床面積など

容積率、建蔽率の上限値が敷地ごとに定められている。
・容積率＝延床面積／敷地面積

・建蔽（ぺい）率＝建築面積／敷地面積

（建築面積＝およそ 1 階の床面積）

■大学 キャンパス の 場合は、 例外的な過密キャンパス
を除いて、ほとんど問題とならない。

1-2 防災上の規定

・防災設備：火災報知設備、消火設備、非常照明設備 、
非常放送設備、非常電源設備など

・ 防火区画＝煙 や 高温 ガスの拡散を防ぐことを目的と

し、耐火構造の壁・床で区画された空間単位をいう．
いわば 、 火災 が消火困難となった場合に放棄してし

・縦穴区画＝階段は火災時に煙突のような働きをして

しまうので、階数などにより入口に防火扉、防火シャッ
ターを設置することが必要になる場合がある。

なお、 避難のために 2 以上の階段を設けて、 二方向

の 避難経路 を 確保 することや 室内からその階段まで

の避難距離なども細かく規定されている。

・排煙区画＝天井面 に 沿 って 煙 が 拡散することを防ぐ
ため 防煙垂 れ 壁 で 区画し、区画された範囲内で排煙

を行う。

・ 耐震壁＝ 地震時に横揺れに耐える目的で設置される
壁 で 、筋交 い 的 な 役割をもつ。間仕切り壁と区別さ
れる 。簡単 にいえば 、増改築時 に 壊せない（取り払

うことができない）壁である。

まう区画である。

性能上からは柱から柱まで一体であること、Ｘ方向、

べきと 定 められている、 図書館は広い一体の空間を

口 をもつ 開口壁 や 偏 った 位置だけでは逆効果のこと

防火 シャッタ ー、 防火扉を設置する方法で区画する

い 。設置 しない 場合 は 、柱や梁に強い強度が要求さ

図書館 の場合は、 1,500 ㎡を超えない範囲で区画す
望 むことが 多いので、 壁ではなく火災時に作動する

方法をとる例が多い．

また、スプリンクラーを設置すれば 3,000 ㎡を防火

区画単位とできる。

「壁・ 床 で 区画」から吹抜けをもつ図書館では上下

階合計で上記面積を超えないように区画する。

Ｙ方向 で 均等 に 分散 していることが 望ましく、出入
もある 。従 って 、図書館建築 では 耐震壁をとりにく

れ 、 これらの サイズ が 大きくなることは避けられな

い。

1-3 構造強度

・通常の建物の 25％増の構造強度を有することが義務
づけられている。

２．障害者も支障なく利用できる建築のための法律：バリアフリー環境の実現
心身 に障害を有する利用者、 職員が、 施設や機器を支
障なく利用でき、働ける図書館でなければならない。

つまり バリア ・ フリー環境である。 国は図書館も含ま

れる 特定建築物 において バリアフリ ー 環境実現のために

法律（「高齢者、 障害者 が 円滑 に 利用できる特定建築物

の 建築 の 促進 に 関 する 法律： 通称ハートビル法（1994

廊下、 階段、 昇降機、 便所、 駐車場、 敷地内 の 通路の 7

点 について 「基礎的基準」 と 「誘導的基準」 を 設けて配

慮 を 求 めている 。 しかし 、具体的な指針では「車椅子」

問題 にばかり 焦点 が 置 かれている 傾向がある。また、こ

れらは 「図書館 の 使 いやすさ ・働 きやすさ」を直接保証

するものではないことに注意を要する。

年）、2006 年改正バリアフリー新法」を定め、出入口、

３．既存施設の図書館への改修
大学 では 、 研究室 や事務室を図書室に転用する例が少

なくない 。 今後 は 、 既存施設を図書館に転用することも

増えてこよう。

既存施設 の転用の際には、 当該施設が 1981 年の新耐

震設計法適用以前の建物（既存不適格建築物）か否かで、
とるべき 方策 が 異 なり 、 1981 年以前の建物では耐震診

断と必要に応じ耐震補強工事を行う必要がある。

また、図書室・館への転用には、大きな積載荷重（表）

に 対 する 対策工事（床スラブ、 大梁、 小梁の補強）が必

要であることが多い。

一般 に 基礎 の 補強を要する改修は施工と費用に制約が

あり困難な場合が多い。

いずれにしても 、 専門家 による 耐震診断・ 劣化診断等

が必要である。

表：積載荷重
用

途

床用（kg／㎡）

事務所

300

開架書架スペース

500 〜 800

集密書庫スペース

1200

法的には、図書館の床の積載荷重規定はない。
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• 資料の保存環境
• セキュリティ：日常時・災害時
• 書庫内で働く職員の作業環境
• ランニングコスト

ƤĮ?ťȩuÐpēǕ ƊŦV

ĂťȩuĹǔ?Æ¶Ç®ưā°@Æ§Ÿ

 ȊÙuctǙÑ`iÅ§Z¡§«T =
ǢŎciǯťiʐZ Ăätć Òc

自動書庫（国際基督教大学）
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光庭（自然の樹木、雑誌・新聞）
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立って対応するレファレンスデスク
（インフォメーションポイント）

ÅÊuȐ÷sr

ɮȦsÊ¶À@ÄÊªCǖuªtƅòZȘD

三角形のデスクで利用者がすぐ横に立てる
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腰軽く書架に案内

新潟市立図書館の勾玉型インフォメーションデスク
（デザイン：岡田新一設計事務所）
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長い話や他者に迷惑となりそうであれば
ブースの中で

セルフサービス化-1：自動貸出装置
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←

開架書架スペース
利用者の目に付きやすい位置に
設置することが原則

子供用に一段低く

 +

RFIDタグ利用であればより簡単
 +

¡Ç¶@µù ?
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シカゴ大学ヨゼフ・レーゲンシュタイン図書館
広大な書庫（開架式で24時間利用者が入る）
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県議会議場棟を転用：茨城県立図書館

館内

旧議場を閲覧室に
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段差の解消
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左の鉄骨階段で上る（書架は両面使用型）

工科大学なので雑誌が中心（3千タイトル以上）

ヨーロッパでは手動式がほとんど
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¬ÈªÊȂāǯťǭ（SLUB）

200席の中央大閲覧室
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6階から9階：斜路になっている開架書架スペース

図書館建築と設備

127

Ļʘǟǀāǯťǭ?

128 図書館建築と設備

ÌȄÚǹǳĚķ

10 Ꮫ⾡ሗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢືྥ
ࠕ㟁Ꮚࣜࢯ࣮ࢫᩚഛࡢㅖㄢ㢟Ꮫᅗ᭩㤋ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㐃ྜ㸦JUSTICE㸧ࡢάືࠖ
ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤᏛ⾡ᇶ┙᥎㐍㒊ᅗ᭩㤋㐃ᦠ࣭༠ຊᐊ㛗
Ꮫᅗ᭩㤋ࢥࣥࢯ㸫ࢩ࣒㐃ྜ㸦JUSTICE㸧ົᒁ㛗
⇃ῲ ᬛ⾜
㸯㸬Ꮫ⾡ሗὶ㏻Ꮫᅗ᭩㤋
1.1 Ꮫ⾡㞧ㄅࢆࡵࡄࡿኚ
ձ ࣅࢵࢢࢧ࢚ࣥࢫЍㄽᩥᩘࡢቑຍࠊ᪂つࢱࢺࣝࡢቑຍ
ղ ၟᴗฟ∧♫ࡢ㐍ฟࠊᐻ༨ࡼࡿ౯᱁㧗㦐ၥ㢟
ճ IT ᢏ⾡ࡢ㣕㌍ⓗⓎᒎక࠺Ꮫ⾡ሗ፹యࡢኚ㸦㟁Ꮚ㸧
մ ᪂⯆ᅜ⏕⏘ㄽᩥᩘࡢቑ
յ ◊✲ᡂᯝࡢ࣮࢜ࣉࣥࢡࢭࢫ
Ѝ࣮࢜ࣉࣥࢡࢭࢫ㞧ㄅ࣭ㄽᩥࠊࢭࣝࣇ࣮࢝ࣅࣥࢢ㸦ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜ㸧
Ѝ࣮࢜ࣉࣥࢡࢭࢫࡢ⩏ົ࣭ไᗘ
1.2 Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ࠾ࢀࡓ⎔ቃࡢኚ
ձ ᾏእࡢᏛ⾡㞧ㄅࡢ౯᱁㧗㦐㸦1980 ᖺ௦㹼㸧
ࡑࡢ୍᪉ࠊ㉎ㄞೃ⿵ࢱࢺࣝࡣቑຍࡢ୍㏵
ղ 㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢฟ⌧㸦1990 ᖺ௦ᚋ༙㹼㸧
㉎ධ㸤ᡤⶶࡽዎ⣙㸤ࢡࢭࢫ
ճ ㈨ᩱ㉎ධ㈝ࡢῶᑡ=㉎㈙ຊࡢపୗ㸦2000 ᖺ௦࡞ࡾ≉㢧ⴭ㸧
㸰㸬ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢᙧᡂ㹼JUSTICE ࡢⓎ㊊
2.1 㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝඹྠ㉎ධయไࡢᩚഛ
ձ ㉎㈙ຊ΅ຊࡢᙉ㸦ᾏእฟ∧♫ࡢ┤᥋΅㸧
Ꮚࡣ␗࡞ࡿ౯᱁ࣔࢹࣝ㸦ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࣭ࣔࢹࣝ㸸Big Deal)ࡼࡿ㸪Value for Money㸦ᨭ
ᡶ㢠࠶ࡓࡾࡢ⏝ྍ⬟ࢥࣥࢸࣥࢶ㸧ࡢྥୖ
ղ ࡺࡿࡸ࡞⤖ࡧࡘࡁࡢࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒
΅ࡢࡳࢆ୍ඖࠋ㉎ධண⟬࣭ዎ⣙࣭ᨭᡶࡣྛᏛࡀᐇࠋ
2.2 2 ࡘࡢᏛᅗ᭩㤋ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒
ձ ᅜ❧Ꮫᅗ᭩㤋༠㸦JANUL㸧ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒
࣭2000 ᖺ㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼ࣭ࣝࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫタ❧㸦ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒άື㛤ጞ㸧
࣭2009 ᖺࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㛵㐃⤌⧊ࢆ⤫ྜࡋࡓᏛ⾡ሗὶ㏻ᨵ㠉᳨ウ≉ูጤဨࢆタ⨨
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㤋㛗 6 ྡࠊ㒊ㄢ㛗 8 ྡ 㸩 ༠ຊဨ㸦ᅗ᭩㤋ࡢᐇົᢸᙜ⪅ 12 ྡ㸧
࣭ᅜ❧Ꮫᅗ᭩㤋༠ဨ㤋ࡀ࡚ཧຍ㸦94 㤋㸧
ղ බ⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㸦PULC㸧
࣭2003 ᖺ⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ᙧᡂ
࣭2006 ᖺබ⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ᨵ⤌
16 ࡢᖿᏛయྜࡼࡿ㐠Ⴀయไ
࣭2011 ᖺ 3 ᭶ᮎⅬࡢཧຍᏛࡣ 392㸦බ❧ 57ࠊ⚾❧ 333ࠊࡑࡢ 2㸧
2.3 ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒άືࡢᡂᯝ
ձ ⏝ྍ⬟࡞㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝᩘࡢ㣕㌍ⓗ࡞ቑຍ
ղ Ꮫ㛫ࡢሗ᱁ᕪࡢṇ
ճ 㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢᏛ⾡ሗᇶ┙ࡋ࡚ࡢᐃ╔
2.4 ᚑ᮶ᆺࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢၥ㢟Ⅼ
ձ ⤌⧊ࡢၥ㢟
࣭ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢάື⤌⧊ࡀᙅ࠸
ᅗ᭩㤋㛗ࡸᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ࣎ࣛࣥࢸⓗάື౫Ꮡࡋ࡚࠾ࡾ㸪άື⤒⏤ࡣᐇୖ࡞ࡋ
࣭2 ࡘࡢࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㛫ࡢ㐃ᦠࡀᙅ࠸
ղ ዎ⣙ࣔࢹࣝࡢၥ㢟
࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࣝ㸦ໟᣓⓗࣃࢵࢣ࣮ࢪዎ⣙㸧ࡢ⥔ᣢࡣẖᖺࡢ್ୖࡆ㸦5%⛬ᗘ㸧ࢆཷࡅධ
ࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡀᅔ㞴㸦ẖᖺࡢ್ୖࡆᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸㸧
࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࣝࡽࡢ㞳⬺ࡣࢡࢭࢫྍ⬟ࢱࢺࣝᩘࡢ⃭ῶࢆពࡍࡿ
ճ ΅ࡑࡢࡶࡢࡢၥ㢟
࣭౯᱁΅ࡢ㝈⏺㸦ࢫࢣ࣮࣓ࣝࣜࢵࢺࡼࡿ΅ࡢ㝈⏺㸧
2.5 ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㐃ᦠ
(1)ྛ✀ᑂ㆟➼ࡽࡢᥦゝ
ձ ᅜ❧Ꮫ༠ ⤒Ⴀᨭጤဨ 㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ WG㸦2009 ᖺ 6 ᭶㸧
ࠕ࠼ࡤࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ୰㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ㸦EJ㸧㧗㦐ᑐ⟇ጤဨࢆタࡋࠊEJ ฟ∧♫
΅ዎ⣙ࡍࡿࠋ
ࠖ
ղ ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ Ꮫ⾡ศ⛉ ◊✲⎔ቃᇶ┙㒊 Ꮫ⾡ሗᇶ┙సᴗ㒊㸦2009 ᖺ 7
᭶㸧
ࠕ΅ຊᙉࡢほⅬࡽࠊᅜබ⚾❧Ꮫయࢆໟᣓࡍࡿ΅ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚
᳨ウࡀᚲせࠋ
ճ ᅜᐙࡢᡂ㛗ᡓ␎ࡋ࡚Ꮫࡢ◊✲࣭ேᮦ⫱ᡂᇶ┙ࡢᢤᮏⓗᙉࢆ㸫᪂ᡂ㛗ᡓ␎ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶ
ᮏィ⏬ࡢ⟇ᐃ➼ྥࡅࡓ⥭ᛴᨻ⟇ᥦゝ㸫㸦ᪧᖇ㸩᪩✄⏣ࠊᛂࡢᏛ㛗㸧
㸦2010 ᖺ 3 ᭶㸧
ࠕ㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢᏳᐃⓗ☜ಖྥࡅ࡚ࠊJCOLC ࡢᐇయࠊᅜ❧බ⚾❧Ꮫࢥࣥࢯ࣮ࢩ
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࣒ࡢ㐃ᦠࠊᏛ㛫ࡢ㐃ᦠ࠸࠺ᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ᅗ᭩㤋㛫ࡢ㐃ᦠࢆᙉࠖ
մ ᪥ᮏᏛ⾡㆟ ⛉Ꮫ⪅ጤဨ Ꮫ⾡ㄅၥ㢟᳨ウศ⛉㸦2010 ᖺ 8 ᭶㸧
ࠕᏛ⾡ሗཷⓎಙࡢㅖၥ㢟ᑐᛂࡍࡿᶓ᩿ⓗ⤫ྜ⤌⧊ࠊໟᣓⓗᏛ⾡ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢆタ⨨
ࡋ㸬
㸬
㸬㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㛫ࡢ㐃ᦠࢆゐ፹ࡋࠊEJ ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㐃ᦠࡋࡓၟ
ᴗฟ∧♫ࡢ΅ࢆᨭࠖ
յ ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡㛵ࡍࡿᇶᮏᨻ⟇ࡘ࠸࡚ࠖᑐࡍࡿ⟅⏦㸦2010 ᖺ 12 ᭶㸧
ࠕᅜࡣࠊᏛࡸබⓗ◊✲ᶵ㛵ࡀࠊ㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢຠ⋡ⓗࠊᏳᐃⓗ࡞㉎ㄞࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊ
᭷ຠ࡞᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡇࢆᮇᚅࡍࡿࠋࡲࡓࠊᅜࡣࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࢆᨭࡍࡿࠋ
ࠖ
(2)Ꮫᅗ᭩㤋➼ࡢືࡁ
ձ ᅜබ⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋㛗ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤ㛗ࡢ᠓ㄯ㸦2010 ᖺ 7 ᭶ 14 ᪥㸧
ղ ᅜබ⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋༠ຊጤဨࡋ࡚ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㐃ᦠࢆᢎㄆ㸦2010 ᖺ 9 ᭶ 21 ᪥㸧
ճ ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤᅜබ⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋༠ຊጤဨࡢ㛫࡛㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ༠ᐃ
᭩ࢆ⥾⤖㸦2010 ᖺ 10 ᭶ 13 ᪥㸧
࣭┠ⓗ
Ꮫ⾡ሗࡢᛴ㏿࡞ࢹࢪࢱࣝࡢ㐍ᒎࡢ୰࡛ࠊᡃࡀᅜࡢᏛ➼ࡢᩍ⫱◊✲ᶵ㛵࠾࠸࡚
ྍḞ࡞Ꮫ⾡ሗࡢ☜ಖⓎಙࡢ୍ᒙࡢᙉࢆᅗࡿ
࣭㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍
- ࣂࢵࢡࣇࣝࢆྵࡴ㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ➼ࡢ☜ಖᜏஂⓗ࡞ࢡࢭࢫಖド
- ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜࢆ㏻ࡌࡓᏛࡢ▱ࡢⓎಙࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏
- 㟁Ꮚሗ㈨※ࢆྵࡴ⥲ྜ┠㘓ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᙉ
- Ꮫ⾡ሗࡢ☜ಖⓎಙ㛵ࡍࡿேᮦࡢὶ࣭⫱ᡂᅜ㝿㐃ᦠ
㸱㸬Ꮫᅗ᭩㤋ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㐃ྜ㸦JUSTICE㸧ࡢⓎ㊊
ձ ྡ⛠
ᩥ㸸Ꮫᅗ᭩㤋ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㐃ྜ
ⱥᩥ㸸JUSTICE (Japan Alliance of University Library Consortia for E-Resources㸧
ղ ⤌⧊
ᅜබ⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋༠ຊጤဨ NII ࡀタ⨨ࡍࡿࠕ㐃ᦠ࣭༠ຊ᥎㐍㆟ࠖࡢୗ⨨ࢀࡿࠕ㐠
ႠጤဨࠖࠊNII ࡢᏛ⾡ᇶ┙᥎㐍㒊ෆタ⨨ࡉࢀࡿᅗ᭩㤋㐃ᦠ࣭༠ຊᐊࡀᢸᙜࡍࡿࠕົ
ᒁࠖࡼࡾ㐠Ⴀ
࣭㐠Ⴀጤဨ
- ᇶᮏ㡯㸦ฟ∧♫➼ࡢ΅᪉㔪ࠊዎ⣙ࣔࢹࣝࠊᩚഛࡍࡁ㟁Ꮚࢥࣥࢸࣥࢶࠊ㈈※➼㸧
ࢆ⟇ᐃ
- ጤဨ 13 ྡ
- ༠ຊဨ(ฟ∧♫΅ࠊዎ⣙ᐇែㄪᰝࠊᗈሗ➼ࡢㅖάືࡢ༠ຊせဨ)22 ேྡ
࣭ົᒁ
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- ฟ∧♫➼ࡢ΅ࡑࡢ‽ഛࠊཧຍᶵ㛵ࡢሗᥦ౪ࠊᏛ⾡ሗὶ㏻㛵ࡍࡿሗ㞟ࠊ
ཧຍᶵ㛵ࡢዎ⣙≧ἣ➼ࡢㄪᰝࠊ㛵ಀᅋయࡢ㐃⤡࣭ㄪᩚ➼ࢆᢸᙜ
- Ꮫࡽࡢฟྥࡼࡾ 3 ྡࡢᑓ௵⫋ဨࢆ㓄⨨
- ᐇົ◊ಟ⫋ဨࢆཷࡅධࢀ
ճ ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥᴗົ
࣭࣑ࢵࢩࣙࣥ
㟁Ꮚࣜࢯ࣮ࢫಀࡿዎ⣙ࠊ⟶⌮ࠊᥦ౪ࠊಖᏑࠊேᮦ⫱ᡂ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࢃࡀᅜࡢᏛ⾡ሗ
ᇶ┙ࡢᩚഛ㈉⊩ࡍࡿ
࠙㉎ㄞࢡࣛࣈࢆ㉸࠼ࡓ㟁Ꮚࣜࢯ࣮ࢫࡢ⥲ྜⓗ࣮ࣘࢸࣜࢸࠚ
࣭ᴗົ
- 㟁Ꮚࣜࢯ࣮ࢫࡢඹྠ㉎ධ㸦ฟ∧♫ࡢ΅㸧
- ࢼࢩࣙࢼࣝࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡢᣑ
㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼ࣭ࣝࣂࢵࢡࣇࣝࡸேᩥ♫⛉Ꮫ⣔㟁Ꮚ㈨ᩱࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡢᩚഛ
ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤ➼ࡢඹྠᩚഛࡢྍ⬟ᛶ
- 㟁Ꮚࣜࢯ࣮ࢫࡢ⟶⌮⏝࣭ᥦ౪
ERDB ࡼࡿࠊ᭩ㄅሗࠊዎ⣙ሗࠊ⤫ィሗࡢ➼ࡢ୍ඖࡢྍ⬟ᛶ
- 㛗ᮇಖᏑࢡࢭࢫಖド㸦
CLOCKSS ࡢཧຍ㤋ᣑࡼࡿᅜ㝿ⓗ࡞ࢽࢩࢸࣈࡢ㈉⊩
- ேᮦ⫱ᡂ㸦ᐇົ◊ಟ⏕ไᗘࢆ㏻ࡋࡓ OJT ➼㸧
մ ࡑࡢ
ᅜ❧Ꮫᅗ᭩㤋༠ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒බ⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㸦PULC㸧ࢆ⤫ྜࡋ
ࡓୡ⏺᭱つᶍࡢࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢㄌ⏕
ᖹᡂ 23 ᖺᗘᮎࡢཧຍ㤋ᩘ㸸510 㤋
㸦ᅜ❧Ꮫ 94ࠊ බ❧Ꮫ 61ࠊ⚾❧Ꮫ 353ࠊࡑࡢ 2㸧
㸲㸬JUSTICE ࡢάື㸦2011 ᖺᗘ㸧
(1)ฟ∧♫΅
ձ ࢜ࣉࢺ࣭ࣥᆺࡢ࣮࢜ࣉࣥࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㸦΅ࡢࡳࢆ୍ඖࠊዎ⣙࣭ᨭᡶࡣྛཧຍ㤋㸧
ղ ᙜ㠃ࡢ΅┠ᶆ
JANUL  PULC ࡢᥦࡢ୍ᮏ
500 㤋ࢆ㉸࠼ࡿࢫࢣ࣮࣓ࣝࣜࢵࢺࢆάࡋࡓ΅ຊࡢᙉ
⌧ᅾࡢዎ⣙ࡢ⥅⥆〈㔝ࡢᣑ
ᜏᖖⓗ࡞౯᱁ୖ᪼ࡢᑐᛂ㸦ࣅࢵࢢࢹ࣮ࣝኚࢃࡿ᪂ࡓ࡞౯᱁ࣔࢹࣝ㸧
ճ ΅యไ
㐠Ⴀጤဨࡢᅾி࣓ࣥࣂ࣮ົᒁࡼࡾ΅ࢳ࣮࣒㸦⣙ 20 ྡ㸧ࢆᵓᡂ
ճ ΅➼ࡢᐇ⦼
` ฟ∧♫ࡢ┤᥋΅
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140 ᅇ

΅ᑐ㇟ฟ∧♫㸸55 ♫
ᥦཷ㡿ฟ∧♫㸸50 ♫
ᥦྜពฟ∧♫㸸42 ♫㸦ィ 190 〇ရ㸧
118 ௳

` ཧຍᅗ᭩㤋ࡢ㐃⤡ᩥ᭩㏦

2ᅇ

` ཧຍᅗ᭩㤋ࡢ∧ඖᥦㄝ᫂

ᮾすྛ㸯ᅇࡢ㛤ദ㸦38 ࡢฟ∧♫ࡀཧຍ㸧
ࠋ208 ࡢᅗ᭩㤋㸦292 ྡ㸧ࡀཧຍ
` ฟ∧♫ࡢ΅ㄝ᫂

㸯ᅇ

33 ࡢฟ∧♫ࡀཧຍ
մ ΅➼ࡢᡂᯝ
࣭ࡰ࡚ࡢせ࡞ฟ∧♫ࡢ㛫࡛⤫୍ྜព
࣭ࣉࣛࢫ࣭࢟ࣕࢵࣉࡢᘬࡁୗࡆࠊ࢝ࣞࣥࢺዎ⣙ࣂࢵࢡࣇࣝ㉎ධࡢໟᣓᥦྜពࠊ
୰ᑠᏛྥࡅࡢ≉ูᥦྜពࠊ᪂ࣔࢹࣝྥࡅࡓ΅㛤ጞ
(2)ዎ⣙≧ἣㄪᰝࡢᐇ
࣭ཧຍ㤋ࡢ㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ➼ࡢዎ⣙≧ἣࢆ☜ㄆࡋࠊ΅ࡢᇶ♏ࢹ࣮ࢱࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡶ
ዎ⣙ࣔࢹࣝࡢ⟇ᐃ㈨ࡍࡿ┠ⓗ
࣭JANUL  PULC ࡢ୧ㄪᰝࢆ㞟⣙࣭ᩚ⌮ࡋࠊཧຍᶵ㛵ࢆᑐ㇟ᐇ
࣭ㄪᰝ⤖ᯝࡣ JUSTICE ࢙࢘ࣈࢧࢺࡢཧຍ㤋㝈ᐃ࣮࣌ࢪᥖ㍕
(3) 㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼ࣭ࣝࣂࢵࢡࣇࣝ㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺ ㄪᰝ
࣭ࣂࢵࢡࣇࣝᩚഛィ⏬ࢆ❧ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࡢ㞟ࢆ┠ⓗཧຍᶵ㛵ࢆᑐ㇟
ᐇ㸦༢ᖺᗘㄪᰝ㸧
࣭ㄪᰝ⤖ᯝࡣ JUSTICE ࢙࢘ࣈࢧࢺࡢཧຍ㤋㝈ᐃ࣮࣌ࢪᥖ㍕
(4) ࠗ㟁Ꮚ㈨ᩱዎ⣙ᢸᙜ⪅ᐇົᚲᦠ࠘ࡢห⾜㸦2012 ᖺ 3 ᭶㸧
࣭JUSTICE 㐠Ⴀጤဨጤဨ㸪༠ຊဨ㸪ົᒁ⫋ဨ㸪ᐇົ◊ಟ⏕ࡼࡿᇳ➹
࣭130 ࣮࣌ࢪ㸪 8 ❶
࣭JUSTICE ࢙࢘ࣈࢧࢺࡢཧຍ㤋㝈ᐃ࣮࣌ࢪ㟁Ꮚࣇ࡛ࣝᩥࢆᥖ㍕
࣭Ꮚ∧ࢆཧຍ㤋㒑㏦
(5)ᗈሗάື
࣭ᗈሗㄅࠗJusmine࠘Ⓨ⾜



࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദ㸦ᚋ㸧

 ᅇ
㸯ᅇ

࣭እ㒊ᅋయ➼ദ⾜ࡢㅮᖌὴ㐵➼

16 ᅇ

࣭እ㒊㆟ࡢཧຍ࣭ㄪᰝゼၥ

16 ᅇ

࣭ཎ✏ᇳ➹

8௳

学術情報コミュニケーションの動向

133

(6)ᐇົ◊ಟ⏕㸦3 ྡ㸧ࡢཷࡅධࢀ
࣭NII Ꮫ⾡ᇶ┙᥎㐍㒊㸦JUSTICE ົᒁ㸦㸻ᅗ᭩㤋㐃ᦠ࣭༠ຊᐊ㸧ࢆྵࡴ㸧࠾ࡅࡿ On the
Job Training㸦OJT㸧ࢆ㏻ࡌ࡚,Ꮫᅗ᭩㤋➼ࡀ᥎㐍ࡍࡿᏛ⾡ሗὶ㏻ᇶ┙ᩚഛࡢ୰ᚰⓗᙺ
ࢆᢸ࠺ேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓไᗘ
࣭ົᒁᴗົࢆ㏻ࡋࡓ OJT ྛ◊ಟ⏕ࡀタᐃࡋࡓಶู ◊ಟㄢ㢟ࡢࡾ⤌ࡳ
 ಶู◊ಟㄢ㢟
- 㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼ࣭ࣝࣂࢵࢡࣇࣝ➼ࡢᅜ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᩚഛྥࡅࡓㄪᰝ࣭⏬
- 㟁Ꮚ㈨ᩱዎ⣙ᐇົᚲᦠࡢసᡂ㸪ฟ∧⪅ࡽࡢᥦ᭩ࡢᶆ‽
- 㟁Ꮚࣜࢯ࣮ࢫ⏝⤫ィࡢࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡼࡿά⏝ྥࡅࡓㄪᰝ᳨࣭ウ
㸲㸬౯᱁΅ࡢㄢ㢟ᚋࡢྍ⬟ᛶ
4.1 ౯᱁΅ࡢ㝈⏺
(1)Ꮫ⾡㞧ㄅࡢ౯᱁ୖ᪼せᅉ
࣭ㄽᩥᩘࡢቑຍ㸦ẖᖺ 3%ࡢቑຍ⋡㸧
࣭➇தࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸≉Ṧ࡞ᕷሙ㸦௦᭰ရࡀᏑᅾࡋ࡞࠸≉Ṧ࡞ၟရ㸧
࣭ࣔࣛࣝࣁࢨ࣮ࢻ㸦㈝⏝ࢆ┤᥋㈇ᢸࡋ࡞࠸ᾘ㈝⪅ࡢᾘ㈝ࡣ㐣࡞ࡿ㸧
(2)ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒΅ࡢ㝈⏺
࣭ཎᅉ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ≧ἣᑐฎࡋ࡚࠸ࡿࡍࡂ࡞࠸㸦ᑐ⒪ἲ㸧
Ѝࡓࡔࡋࠊࡸࡵࡿࢃࡅࡣ࠸࡞࠸㸦್ୖࡆࢆྍ⬟࡞㝈ࡾᢚไࡋࠊ⌧ᅾࡢ⎔ቃ㸦⌧ᅾ㏆࠸
⎔ቃ㸧ࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ⥔ᣢࡍࡿࡇࡣ㔜せ㸧
࣭ၟᴗฟ∧♫ࡢᕷሙᐻ༨
Ꮫ◊✲⪅㸦ⴭ⪅㸧ЍᏛЍၟᴗฟ∧♫ЍᏛᅗ᭩㤋Ѝ◊✲⪅㸦ㄞ⪅㸧࠸࠺ࢧࢡࣝࡢ୰
࡛ࠊ◊✲⪅㸦ⴭ⪅㸧ࡸᏛ㸦◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ㸧ࡢၟᴗฟ∧♫ࡢ㐣ᗘࡢ౫Ꮡࡀ⥅⥆ࡍ
ࡿ㝈ࡾࠊẖᖺࡢᜏᖖⓗ࡞್ୖࡆࢆṆࡵࡿࡇࡣᅔ㞴
4.2 ᚋࡢྍ⬟ᛶ
(1)᪂ࡓ࡞౯᱁ࣔࢹࣝ
࣭ 㐣ཤࡢ㉎ㄞつᶍᇶ࡙ࡃ౯᱁ࣔࢹࣝ㸦㐣ཤࡢ㉎ㄞつᶍ⥔ᣢࡢ⩏ົ㸧ࡽࠊBand ࡼࡿ౯
᱁య⣔ࡀὶ࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋBand ࡢタᐃ᪉ἲ㸦ᵓᡂဨᩘࠊண⟬つᶍࠊ⏝ᐇ⦼ࠊ⤌⧊
ࡢ◊✲ࡢᗘྜ࠸ࠊ➼ࠎ㸧ࡀㄢ㢟
࣭ ࣂࢵࢡࣇࣝ㉎ධ࢝ࣞࣥࢺ౯᱁ᢚไࡢࣔࢹࣝ
࣭ ࡑࡢ
(2)ࢱࢺ࡞㸦ዎ⣙࣭ᨭᡶࢆ୍ඖࡋࡓ㸧ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢᙧᡂ
ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒యࡢ⥲౯ࡘ࠸࡚ࡢࡳࡢ΅ࡼࡾࠊ࢜ࣉࢺ࣭ࣥᆺࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢ㝈⏺
ࢆ㉸࠼ࡓ΅ࡀྍ⬟㸦ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ෆ࡛࠺ศᢸࡋࠊࡇࡀ࠺㞟⣙ࡋᨭᡶ࠺ࡢࡀၥ㢟㸧
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4.3 ࣮࢜ࣉࣥࢡࢭࢫ
(1)㠀㉎ㄞᩱᆺࣔࢹࣝࡼࡿᏛ⾡㞧ㄅⓎ⾜
 ࣭ⴭ⪅ᨭᡶࣔࢹࣝ
࣭OA ᇶ㔠ࣔࢹࣝ㸦COPE ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧
࣭㉎ㄞᩱࣜࢲࣞࢡࢺࣔࢹࣝ㸦SCOAP3㸧
࣭ࡑࡢ
(2)ࢭࣝࣇ࣮࢝ࣈ㸦ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜ㸧
 ࣭ⴭ⪅ࡢ⮬Ⓨⓗ࡞࣮࢝ࣅࣥࢢࡼࡾᏛ⾡ㄽᩥࡢ OA ࢆᐇ⌧
㸳㸬JUSTICE ࡢ᪂⤌⧊యไࡢ⛣⾜㸦2013 ᖺ 4 ᭶㸧
(1)Ᏻᐃⓗ࣭ᣢ⥆ⓗ࡞㐠Ⴀయไࡢ☜❧
࣭NII ࡽࡢົ⤒㈝㸦㐠Ⴀጤဨጤဨ࣭༠ຊဨ࣭ົᒁဨࡢ᪑㈝ࠊົ⤒㈝ࠊᴗ⤒㈝㸧ࡢ
ࡳ౫Ꮡࡋ࡞࠸ࠊ⮬❧ⓗ࡞άື㸦ཧຍᶵ㛵ࡀయⓗ JUSTICE ࡢάືࢆᨭ࠼ࡿయไ㸧ࡢ☜
❧
 Ѝ ཧຍ㤋ࡽ㈝ࡢᚩ
ົᒁဨࡢே௳㈝ࡣࠊ⌧ᅾࡣὴ㐵ඖᶵ㛵ࡢ㈇ᢸࠋ㈝ࡣົᒁဨ 3 ྡࡢὴ㐵ඖᶵ㛵ࡢ
ົ༠ຊ㈝ࠋὴ㐵ඖᶵ㛵ࡢே௳㈝ࡢ୍㒊ࢆົ༠ຊ㈝࠸࠺ᙧ࡛ཧຍᶵ㛵ࡀ㈇ᢸ
࣭ᶵືᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡿࢩࣥࣉࣝ࡞⤌⧊యไࡢ☜❧
(2)࠶ࡽࡓࡵ࡚ JUSTICE ࡢཧຍࡢពྥࢆ☜ㄆ㸦2012 ᖺᗘෆ㸧
㸴㸬᭱ᚋ㸦JUSTICE Ⓨ㊊ࡢព⩏㸧
JUSTICE ࡣࠊ
ࠕᏛᅗ᭩㤋ࡢ௦ࢃࡾ౯᱁΅ࢆ⾜࠸ࠊࡼࡾᏳ౯࡞ዎ⣙᮲௳ࢆᥦ♧ࡍࡿ➨୕
⪅ᶵ㛵࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊᏛᅗ᭩㤋ࡑࡢࡶࡢࡢάື࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⎔ቃࡀᐇ⌧ࡉࢀࠊᚋࡢ
ྠᵝ࡞ᯟ⤌ࡳࡢᐇ⌧ྥࡅࡓ➨୍Ṍ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ձ All Japan యไ㸦タ⨨ẕయࢆ㉸࠼ࡓᏛᅗ᭩㤋㐃ྜࡢタ⨨㸧ࡢᐇ⌧
ղ ᑓ௵ࡢົᒁဨࢆ㓄ࡋࡓ᪥ᖖⓗ࡞άືࡢᐇ⌧
ճ Ꮫᅗ᭩㤋 NII ࡢᐦ᥋࡞༠ຊయไࡢᐇ⌧
࣭ ༠ᐃ᭩ᇶ࡙ࡃࠕ㐃ᦠ࣭༠ຊ᥎㐍㆟ࠖࡢᯟ⤌ࡳ࡛ࡢ᫂☜࡞άື
࣭ NII ෆタ⨨ࡉࢀࡓົᒁ㸦ᅗ᭩㤋㐃ᦠ࣭༠ຊᐊ㸧࡛ࠊᏛᅗ᭩㤋⫋ဨࡀయⓗάື
࡛ࡁࡿయไࡢᐇ⌧
࣭ Ꮫ⾡ሗὶ㏻ಀࡿேᮦࡢ⫱ᡂ㸦ᅗ᭩㤋⫋ဨࡢࣞ࣋ࣝࢵࣉ㸧ࡀࡼࡾ⾜࠸ࡸࡍ࠸⎔ቃࡢ
ᐇ⌧ Ѝ ᵝࠎ࡞ᙧ࡛Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨࡀཧ⏬ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺ࡋࡓάືࢆ㏻ࡋ࡚᭱᪂ࡢ
▱ぢࢆᚓࡿࡇࡶྍ⬟
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Ꮫ⾡ሗὶ㏻䛸Ꮫᅗ᭩㤋(1)

ᖹᡂ24ᖺᗘᏛᅗ᭩㤋⫋ဨ㛗ᮇ◊ಟ
䛂Ꮫ⾡䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ືྥ䛃䠄2012ᖺ7᭶9᪥䠅

䛂Ꮫ⾡㞧ㄅ䛃䜢䜑䛠䜛ኚ
䝡䝑䜾䝃䜲䜶䞁䝇䛾ᙳ㡪

つᶍ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖
䊻 ◊✲㈝䛾ቑຍ䚸◊✲䠄⪅䠅ᩘ䛾ቑຍ䚸◊✲䛾⃭
䊻 ㄽᩥᩘ䛾ቑຍ䞉᪂つ䝍䜲䝖䝹䛾ቑຍ
ၟᴗฟ∧⪅䛾㐍ฟ

㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇ᩚഛ䛾ㅖㄢ㢟䛸
Ꮫᅗ᭩㤋䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮㐃ྜ䠄JUSTICE䠅䛾άື
ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤᏛ⾡ᇶ┙᥎㐍㒊ᅗ᭩㤋䞉㐃ᦠ༠ຊᐊ㛗
Ꮫᅗ᭩㤋䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮㐃ྜ䠄JUSTICE䠅ົᒁ㛗

㈙䛻䜘䜛ᐻ༨ 䊻 ౯᱁㧗㦐 䊻 䝅䝸䜰䝹䝈䞉䜽䝷䜲䝅䝇䛾
Ⓨ⏕
㻵㼀ᢏ⾡䛾㣕㌍ⓗⓎᒎ䛻క䛖Ꮫ⾡ሗὶ㏻፹య䛾ኚ䠄㟁Ꮚ

⇃ῲ ᬛ⾜

䠅 䠙 㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹
1

Ꮫ⾡ሗὶ㏻䛸Ꮫᅗ᭩㤋(2)

Ꮫ⾡ሗὶ㏻䛸Ꮫᅗ᭩㤋(3)

Ꮫᅗ᭩㤋䛾䛚䛛䜜䛯⎔ቃ䛾ኚ

Ꮫ⾡ሗὶ㏻䛸Ꮫᅗ᭩㤋䛾❧ሙ

Ꮫ⾡㞧ㄅ䛾㉎ㄞೃ⿵䝍䜲䝖䝹䛿ቑຍ䛾୍㏵

ㄽᩥ㐀

ᰝㄞ䠄ホ౯䠅䚸
⦅㞟䞉ᩚᙧ

Ꮫ⾡㞧ㄅ䛾౯᱁䛿㧗㦐䛾୍㏵

Ꮫ༠

ᢞ✏

㈨ᩱ㉎ධ㈝䛿ῶᑡ䛾୍㏵䠄㉎㈙ຊ䛾పୗ䠅
ฟ∧⪅

㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䛾ฟ⌧
㉎ධ䠄㉎ㄞ䠅ዎ⣙ 䊻 ⏝チㅙ䠄䝷䜲䝉䞁䝇䠅ዎ⣙
ᡤⶶ 䊻 䜰䜽䝉䝇
᮶㤋⏝ 䊻 㠀᮶㤋⏝

Ⓨ⾜

ᖹᡂ24ᖺᗘᏛᅗ᭩㤋⫋ဨ㛗ᮇ◊ಟ

2012/7/9

Ꮫᅗ᭩㤋䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾ᙧᡂ

3

㉎ㄞᩱ

⤒㈝㈇ᢸ
(Ꮫ➼ண⟬)

ᅜ❧Ꮫᅗ᭩㤋
䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮

⏝

2012/7/9

䞉΅䛾䜏䜢୍ඖ䚹ዎ⣙䠄ᨭᡶ䠅䛿ಶ䚻䛾ᶵ㛵ẖ䛻
ᐇ䠄䠙䜸䞊䝥䞁䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䚹᪥ᮏ䛾Ꮫᅗ᭩
㤋䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䠅
䞉΅䛰䛡䛷䛺䛟䚸ዎ⣙䠄ᨭᡶ䠅➼䜢䛶୍ඖ

ᖹᡂ12䠄2000䠅ᖺ䠖㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘
䝹䞉䝍䝇䜽䝣䜷䞊䝇タ❧䠄䝁䞁䝋䞊
䝅䜰䝮άື㛤ጞ䠅
ᖹᡂ21䠄2009䠅䠖䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮㛵
㐃⤌⧊䜢⤫ྜ䛧䛯Ꮫ⾡ሗὶ㏻
ᨵ㠉᳨ウ≉ูጤဨ䜢タ⨨

㐠Ⴀ䞉΅
⤌⧊

Ꮫ⾡ሗὶ㏻ᨵ㠉᳨ウ≉ูጤဨ 16䛾ᖿᏛ䚸యྜ

㤋㛗6ྡ䚸㒊ㄢ㛗8ྡ䠇༠ຊဨ
䠄ᅗ᭩㤋䛾ᐇົᢸᙜ⪅䠅

ཧຍ㤋

94䠄ᅜ❧Ꮫᅗ᭩㤋༠ဨ
㤋䠅

392䠄බ❧57䚸⚾❧333䚸䛭䛾
2䠅

ᑐ㇟ฟ∧♫

34

35

䠄䠙䝍䜲䝖䛺䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䚹ᾏእ䛻ከ䛟䛾䛒䜚䠅
2012/7/9

බ⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋䝁䞁䝋䞊䝅䜰
䝮䠄PULC䠅

タ❧

 䜖䜛䜔䛛䛺⤖䜃䛴䛝䛾䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮
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ㄞ⪅
䠄◊✲⪅➼䠅

ᥦ౪

Ꮫᅗ᭩㤋䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䠄ᖹᡂ23䠄2011䠅ᖺ3᭶䜎䛷䠅

」ᩘ䛾Ꮫᅗ᭩㤋䛜䚸䜘䜚Ⰻ䛔᮲௳䛷㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘
䝹➼䜢ᑟධ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䚸㐃ྜయ䜢⤌⧊䛧䚸୍య䛸
䛺䛳䛶ฟ∧♫➼䛸ᑟධ᮲௳䛺䛹䜢┤᥋΅

ᖹᡂ24ᖺᗘᏛᅗ᭩㤋⫋ဨ㛗ᮇ◊ಟ

◊✲⪅䛾
ᡤᒓᶵ㛵

ᖹᡂ24ᖺᗘᏛᅗ᭩㤋⫋ဨ㛗ᮇ◊ಟ

 ㉎㈙ຊ䛸΅ຊ䛾ᙉ

4

ⴭ⪅
䠄◊✲⪅䠅

咑

Ꮫᅗ᭩㤋

➼䚻
2

2012/7/9

ᖹᡂ24ᖺᗘᏛᅗ᭩㤋⫋ဨ㛗ᮇ◊ಟ

5

ᖹᡂ15䠄2003䠅ᖺ䠖⚾❧Ꮫᅗ
᭩㤋䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮ᙧᡂ
ᖹᡂ18䠄2006䠅ᖺ䠖බ⚾❧Ꮫ
ᅗ᭩㤋䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛻ᨵ⤌

ᖹᡂ24ᖺᗘᏛᅗ᭩㤋⫋ဨ㛗ᮇ◊ಟ

2012/7/9

Ꮫ⾡ሗᇶ┙䛸䛧䛶䛾㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹(1)

䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮άື䛾ᡂᯝ䛸ㄢ㢟

`
`
`

άື䛾ᡂᯝ䠄䠙㻮㼕㼓㻰㼑㼍㼘䛾䛂ຌ䛃 䠅
⏝ྍ⬟䛺㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹ᩘ䛾㣕㌍ⓗ䛺ቑຍ
Ꮫ㛫䛾ሗ᱁ᕪ䛾ṇ
㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䛾Ꮫ⾡ሗᇶ┙䛸䛧䛶䛾ᐃ╔

䕿Ꮫ⾡ᅗ᭩㤋◊✲ጤဨ䠄SCREAL䠅䛻䜘䜛ᖹᡂ23䠄2011䠅ᖺㄪᰝ⤖ᯝ㏿ሗ
䞉45ᶵ㛵䜢ᑐ㇟䛻3,919䛾᭷ຠᅇ⟅
http://www.screal.jp/03192012SCREAL_first_release_3.pdf/

άື䛾ㄢ㢟䞉ၥ㢟Ⅼ
⤌⧊䛾ၥ㢟䠄䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮άື䛾⤌⧊ᇶ┙䛾⬤ᙅ䛥䠅
䞉≉ᐃ䛾Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨ䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰ⓗάື䛾䜏䛻౫Ꮡ
䞉䠎䛴䛾䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮㛫䛾㐃ᦠ䛾ᙅ䛥
` ዎ⣙䝰䝕䝹䛾ၥ㢟䠄䠙㻮㼕㼓㻰㼑㼍㼘㼚㼛䛂⨥䛃䠅
䞉䝡䝑䜾䝕䜱䞊䝹䛾⥔ᣢ䛻䛿ẖᖺ䛾್ୖ䛢䜢ཷ䛡ධ䜜䜛ᚲせ䛒䜚
䊻ẖᖺ䛾್ୖ䛢䛻ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔≧ἣ䜈
䞉䝡䝑䜾䝕䜱䞊䝹䛛䜙䛻䜘䜚㞳⬺䛿䜰䜽䝉䝇ྍ⬟䝍䜲䝖䝹ᩘ䛾⃭ῶ
䊻⠏䛝ୖ䛢䛶䛝䛯Ꮫ⾡ሗᇶ┙䛾ᔂቯ
` ΅䛭䛾䜒䛾䛾㝈⏺
䞉䝇䜿䞊䝹䝯䝸䝑䝖䛻䜘䜛΅䛾㝈⏺


z 㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䛿◊✲䛾᪥⏝ရ䛸䛺䜚䚸

`

6

ᖹᡂ24ᖺᗘᏛᅗ᭩㤋⫋ဨ㛗ᮇ◊ಟ

㟁Ꮚ᭩⡠䜒䜟䜜ጞ䜑䜛

`

⸆Ꮫ䚸Ꮫ䚸⏕≀Ꮫ䚸≀⌮Ꮫ䚸་Ꮫ䛾ศ㔝䛷䛿䚸ซ䛭༙ᩘ௨
ୖ䛜㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䜢䛂䜋䜌ẖ᪥䛃䛳䛶䛔䜛
ேᩥ♫⣔䛷䜒7௨ୖ䛜䛂᭶䛻䠍ᅇ௨ୖ䛃⏝䛧䛶䛔䜛

`

㟁Ꮚ᭩⡠䛻ᑐ䛩䜛ᮇᚅ䜒䛝䛔

`

2012/7/9

7

ᖹᡂ24ᖺᗘᏛᅗ᭩㤋⫋ဨ㛗ᮇ◊ಟ

2012/7/9

䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮㐃ᦠ䜎䛷䛾⤒⦋
䠄ྛ✀ᑂ㆟➼䛛䜙䛾ᥦゝ䠅

Ꮫ⾡ሗᇶ┙䛸䛧䛶䛾㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹(2)
䕿ᖹᡂ23ᖺᗘ䛂Ꮫ⾡ሗᇶ┙ᐇែㄪᰝ䛃䛾⤖ᯝሗ࿌䠄ᴫせ䠅

`

ᅜ❧Ꮫ༠ ⤒Ⴀᨭጤဨ 㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹㼃㻳䠄ᖹᡂ㻞㻝ᖺ㻢᭶䠅

`

⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᑂ㆟ Ꮫ⾡ศ⛉ ◊✲⎔ቃᇶ┙㒊 Ꮫ⾡ሗᇶ┙
సᴗ㒊䠄ᖹᡂ㻞㻝ᖺ㻣᭶䠅

`

ᅜᐙ䛾ᡂ㛗ᡓ␎䛸䛧䛶Ꮫ䛾◊✲䞉ேᮦ⫱ᡂᇶ┙䛾ᢤᮏⓗᙉ䜢䠉᪂
ᡂ㛗ᡓ␎䚸⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬䛾⟇ᐃ➼䛻ྥ䛡䛯⥭ᛴᨻ⟇ᥦゝ䠉䠄ᪧ
ᖇ䠇᪩✄⏣䚸ᛂ䛾Ꮫ㛗䠅䠄ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻟᭶䠅

`

᪥ᮏᏛ⾡㆟ ⛉Ꮫ⪅ጤဨ Ꮫ⾡ㄅၥ㢟᳨ウศ⛉䠄ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻤᭶䠅

`

䛂⛉Ꮫᢏ⾡䛻㛵䛩䜛ᇶᮏᨻ⟇䛻䛴䛔䛶䛃䛻ᑐ䛩䜛⟅⏦䠄ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻝㻞᭶䠅

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/06/__icsFiles/afieldfile/2012/06/27/1322573_1.pdf

䠄ᅗ᭩㤋䛾㐠Ⴀ⤒㈝䠅
ᅗ᭩㤋㈨ᩱ㈝ཬ䜃ᅗ᭩㤋㐠Ⴀ㈝䛾⥲㢠䛿䚸๓ᖺᗘ䛸ẚ㍑䛧䛶䚸Ꮫయ䛷㈨ᩱ㈝
䛾⥲㢠䛿㻟㻚㻜㻑䠄㻞㻘㻞㻟㻝ⓒ䠅ῶ䚸㐠Ⴀ㈝䛾⥲㢠䛿㻟㻚㻢㻑䠄㻟㻘㻝㻟㻡ⓒ䠅ῶ䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸
⦆䜔䛛䛺ῶᑡഴྥ䛻䛒䜛䚹
䠄Ꮫ⾡ㄅ䛾㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䠅
㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䛾⥲⏝ྍ⬟✀㢮ᩘཬ䜃⥲⤒㈝䛿䚸๓ᖺᗘ䛸ẚ㍑䛧䛶䚸Ꮫయ
䛷⥲⏝ྍ⬟✀㢮ᩘ䛿㻝㻠㻚㻞㻑䠄㻠㻜㻢㻘㻜㻝㻟㻌✀㢮䠅ቑ䚸⥲⤒㈝䛿㻞㻚㻣㻑䠄㻡㻡㻝ⓒ䠅ቑ䛸䛺䛳
䛶䛚䜚䚸ቑຍഴྥ䛜⥅⥆䛧䛶䛔䜛䛜䚸⥲⤒㈝䛾ቑຍ⋡䛿ᛴ⃭䛻ୗ䛜䛳䛶䛔䜛䚹
䠄ὒ㞧ㄅ䠄Ꮚయ䠅䛾㉎ධ䠅
ὒ㞧ㄅ䛾⥲㉎ධ✀㢮ᩘཬ䜃⥲㉎ධ⤒㈝䛿䚸๓ᖺᗘ䛸ẚ㍑䛧䛶䚸Ꮫయ䛷⥲㉎ධ
✀㢮ᩘ䛿㻤㻚㻠㻑䠄㻝㻥㻘㻞㻞㻜㻌✀㢮䠅ῶ䚸⥲㉎ධ⤒㈝䛿㻝㻠㻚㻢㻑䠄㻞㻘㻝㻡㻞㻌ⓒ䠅ῶ䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸
ῶᑡഴྥ䛜⥅⥆䛧䛶䛔䜛䚹
8
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䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮㐃ᦠ䜎䛷䛾⤒⦋
䠄Ꮫᅗ᭩㤋➼䛾ື䛝䠅

9

`ᅜබ⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋༠ຊጤဨ䛸䛧䛶䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮㐃ᦠ䜢ᢎㄆ䠄ᖹᡂ22ᖺ9᭶

21᪥䠅
`ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤ䛸ᅜබ⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋༠ຊጤဨ䛸䛾㛫䛷㐃ᦠ䞉༠ຊ䛾᥎㐍

䛻㛵䛩䜛༠ᐃ᭩䜢⥾⤖䠄ᖹᡂ22ᖺ10᭶13᪥䠅



䛂㐃ᦠ䞉༠ຊ䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛༠ᐃ᭩䛃
䠄┠ⓗ䠅
Ꮫ⾡ሗ䛾ᛴ㏿䛺䝕䝆䝍䝹䛾㐍ᒎ䛾୰䛷䚸ᡃ䛜ᅜ䛾Ꮫ➼䛾ᩍ⫱◊✲ᶵ㛵䛻
䛚䛔䛶ྍḞ䛺Ꮫ⾡ሗ䛾☜ಖ䛸Ⓨಙ䛾୍ᒙ䛾ᙉ䜢ᅗ䜛䚹
䠄㐃ᦠ䞉༠ຊ䛾᥎㐍䠅
z䝞䝑䜽䝣䜯䜲䝹䜢ྵ䜐㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹➼䛾☜ಖ䛸ᜏஂⓗ䛺䜰䜽䝉䝇ಖド
zᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸䜢㏻䛨䛯Ꮫ䛾▱䛾Ⓨಙ䝅䝇䝔䝮ᵓ⠏
z㟁Ꮚሗ㈨※䜢ྵ䜐⥲ྜ┠㘓䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ᙉ
zᏛ⾡ሗ䛾☜ಖ䛸Ⓨಙ䛻㛵䛩䜛ேᮦ䛾ὶ䞉⫱ᡂ䛸ᅜ㝿㐃ᦠ
2012/7/9

ྡ⛠

Ꮫᅗ᭩㤋䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮㐃ྜ
㻶㼁㻿㼀㻵㻯㻱㻦㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻭㼘㼘㼕㼍㼚㼏㼑㻌㼛㼒㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌㻸㼕㼎㼞㼍㼞㼥㻌㻯㼛㼚㼟㼛㼞㼠㼕㼍㻌㼒㼛㼞㻌㻱㻙㻾㼑㼟㼛㼡㼞㼏㼑㼟
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JUSTICE䛾Ⓨ㊊䠄ᖹᡂ23ᖺ4᭶1᪥䠅

`ᅜබ⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋㛗䛸ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤ㛗䛸䛾᠓ㄯ䠄ᖹᡂ22ᖺ7᭶14᪥䠅

10

ᖹᡂ24ᖺᗘᏛᅗ᭩㤋⫋ဨ㛗ᮇ◊ಟ

⤌⧊

䞉ᅜබ⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋༠ຊጤဨ䛸㻺㻵㻵䛜タ⨨䛩䜛䛂㐃ᦠ䞉༠ຊ᥎㐍㆟䛃䛾ୗ
䛻⨨䛛䜜䜛䛂㐠Ⴀጤဨ䛃䛸䚸㻺㻵㻵䛾Ꮫ⾡ᇶ┙᥎㐍㒊ෆ䛻タ⨨䛥䜜䜛ᅗ᭩㤋
㐃ᦠ䞉༠ຊᐊ䛜ᢸᙜ䛩䜛䛂ົᒁ䛃䛻䜘䜚㐠Ⴀ
䞉ᅜ❧Ꮫᅗ᭩㤋༠䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛸බ⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮
䠄㻼㼁㻸㻯䠅䜢⤫ྜ䊻ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘᮎ䛾ཧຍ㤋ᩘ䠖 䠑䠍䠌㤋
䠄ᅜ❧Ꮫ 㻥㻠㻌䠋 බ❧Ꮫ 㻢㻝㻌䠋 ⚾❧Ꮫ 㻟㻡㻟㻌䠋 䛭䛾 㻞䠅
䞉䛔䜟䜖䜛䛂䜸䞊䝥䞁䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛃䠄䜸䝥䝖䜲䞁ᆺ䠅䛷䚸΅❆ཱྀ䛾䜏୍ඖ
䠄ண⟬䚸ዎ⣙䚸ᨭᡶ䛔䛿ྛᏛ䠅
11

ᖹᡂ24ᖺᗘᏛᅗ᭩㤋⫋ဨ㛗ᮇ◊ಟ

2012/7/9

学術情報コミュニケーションの動向

137

JUSTICE䛾⤌⧊యไ(1)
NII

JUSTICE䛾⤌⧊యไ(2)
ᅜබ⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋
༠ຊጤဨ

㐃ᦠ䞉༠ຊ᥎㐍㆟
Ꮫ⾡ᇶ┙᥎㐍㒊

ᅜ❧Ꮫᅗ᭩㤋༠

Ꮫᅗ᭩㤋䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮㐃ྜ

බ❧Ꮫ༠ᅗ᭩㤋༠㆟

JUSTICE
㐠Ⴀጤဨ

⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋༠

䠄ᖹᡂ23ᖺᗘ䛿6ᅇ㛤ദ䠅



㐠Ⴀጤဨ䠄㻝㻟ྡ䠅

㻶㼁㻿㼀㻵㻯㻱䛾㐠Ⴀ䛻㛵䛩䜛ᇶᮏ᪉㔪䛾⟇ᐃ䚹
䞉ฟ∧♫➼䛸䛾΅᪉㔪䚸ዎ⣙䝰䝕䝹
䞉ᩚഛ䛩䜉䛝㟁Ꮚ䝁䞁䝔䞁䝒䚸㈈※➼


༠ຊဨ䠄㻞㻟ྡ䠅

ฟ∧♫΅䚸ዎ⣙ᐇែㄪᰝ䚸ᗈሗ➼䛾ㅖάື䛻ཧຍ䠄ᐇാ㒊㝲䠅

䠄13ྡ䠅

༠ຊဨ



䠄23ྡ䠅
ົᒁ

ᴗົ⛣⾜

ᅗ᭩㤋㐃ᦠ䞉༠ຊᐊ㛗䠄ᑓ௵䠅

JANUL
ᅜ❧Ꮫᅗ᭩㤋䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮

䠄1ྡ䠅

PULC

ᐊဨ䠄ᑓ௵䠅 䠄1ྡ䠅

බ⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮

ົᒁ䠄㻟ྡ䠅

ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤᏛ⾡ᇶ┙᥎㐍㒊ᅗ᭩㤋㐃ᦠ䞉༠ຊᐊ䛻タ⨨䚹
䛶Ꮫᅗ᭩㤋䛛䜙䛾ฟྥ⫋ဨ䚹௨ୗ䛾ᴗົ䜢ᢸᙜ䚹
䞉ฟ∧♫➼䛸䛾ணഛ΅䚸ᮏ΅䛾‽ഛ
䞉ཧຍᶵ㛵䜈䛾ሗᥦ౪

ᐊဨ䠄ᑓ௵䠅 䠄1ྡ䠅

䞉Ꮫ⾡ሗὶ㏻䛻㛵䛩䜛ሗ㞟
䞉ཧຍᶵ㛵䛾ዎ⣙≧ἣ➼䛾ㄪᰝ

ᐇົ◊ಟ⫋ဨ

䞉㛵ಀᅋయ䛸䛾㐃⤡䞉ㄪᩚ

䠄ᖹᡂ23ᖺᗘ䛿3ྡ䠅

12

2012/7/9

ᖹᡂ24ᖺᗘᏛᅗ᭩㤋⫋ဨ㛗ᮇ◊ಟ

13
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JUSTICE䛾䛸ᴗົ

JUSTICE䛾άື䠄䠍䠅
ฟ∧♫΅䐟

 䠄䝭䝑䝅䝵䞁䠅

 䜸䝥䝖䞉䜲䞁ᆺ䛾䜸䞊䝥䞁䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮

`

㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇䛻ಀ䜛ዎ⣙䚸⟶⌮䚸ᥦ౪䚸ಖᏑ䚸ேᮦ⫱ᡂ➼䜢
㏻䛨䛶䚸䜟䛜ᅜ䛾Ꮫ⾡ሗᇶ┙䛾ᩚഛ䛻㈉⊩䛩䜛

 ᴗົ䠄䝍䝇䜽䠅
`
`
`
`
`

14

㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇䛾ඹྠ㉎ධ䠄ฟ∧♫΅䠅
䝘䝅䝵䝘䝹䝁䝺䜽䝅䝵䞁䛾ᣑ
㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇䛾⟶⌮䛸ᥦ౪
㛗ᮇಖᏑ䛸䜰䜽䝉䝇ಖド
ேᮦ⫱ᡂ
䠄ᖹᡂ23ᖺᗘ➨1ᅇ㐠Ⴀጤဨ䛻䛶⟇ᐃ䠅
2012/7/9
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JUSTICE䛾άື䠄䠍䠅
ฟ∧♫΅䐠
 ᖹᡂ23ᖺᗘ䛾≧ἣ
` ฟ∧♫䛸䛾┤᥋΅
΅ᑐ㇟ฟ∧♫䠖䠑䠑♫
ᥦཷ㡿ฟ∧♫䠖䠑䠌♫
ᥦྜពฟ∧♫䠖䠐䠎♫䠄ィ䠍䠕䠌〇ရ䠅

2012/7/9

䞉΅䛾䜏䜢୍ඖ
䞉ዎ⣙䞉ᨭᡶ䛿䚸΅⤖ᯝ䠄ྜពᥦ᭩䠅䜢䜒䛸䛻ྛཧຍ㤋䛜ᐇ
 ΅యไ
䞉ົᒁ⫋ဨ䛻䜘䜛ணഛ΅䛸ᮏ΅‽ഛ
䞉ᮾி㏆㑹䛾㐠Ⴀጤဨጤဨ䚸༠ຊဨ䚸䛚䜘䜃ົᒁ⫋ဨ䛻䜘䜛
΅䝏䞊䝮䠄⣙20ྡ䠅䛷䛾ᮏ΅
䞉⩣ᖺᗘ䛻ྥ䛡䛯΅䠄䡚7᭶䠅䊻∧ඖᥦㄝ᫂䠄䠕᭶䠅
䞉⩣䚻ᖺᗘ䛻ྥ䛡䛯΅䠄䠕᭶䡚䠅
 ΅┠ᶆ䞉ෆᐜ
䞉ᪧ㻶㻭㻺㼁㻸ᪧ㻼㼁㻸㻯䛾ᥦ୍ᮏ䠄䜘䜚Ⰻ䛔᮲௳䛷䛾⤫ྜ䠅
䞉⌧ᅾ䛾ዎ⣙ᶵ㛵䛾⥅⥆䛸〈㔝䛾ᣑ
䞉᪂䝰䝕䝹䛾΅㛤ጞ
15
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JUSTICE䛾άື䠄䠍䠅
ฟ∧♫΅䐡 ∧ඖᥦㄝ᫂
䠍䠐䠌ᅇ

䈜䜋䜌䛶䛾ฟ∧♫䛸䛾㛫䛷ᪧ㻶㻭㻺㼁㻸䞉㻼㼁㻸㻯⤫୍ྜព䚹䝥䝷䜲䝇䞉
䜻䝱䝑䝥䛾ᘬ䛝ୗ䛢䚸䜹䝺䞁䝖ዎ⣙䛸䝞䝑䜽䝣䜯䜲䝹㉎ධ䛾ໟᣓᥦྜ
ព䚸୰ᑠᏛྥ䛡䛾≉ูᥦྜព䚸᪂䝰䝕䝹䛾΅㛤ጞ䛻⮳䛳䛯ฟ
∧♫䜒䛒䜚䚹
`

ཧຍᅗ᭩㤋䜈䛾㐃⤡ᩥ᭩㏦

`

ཧຍᅗ᭩㤋䜈䛾∧ඖᥦㄝ᫂
䠎ᅇ
ᮾすྛ䠍ᅇ䛾㛤ദ䠄㻟㻤ฟ∧♫䛾ཧຍ䠅䚹㻞㻜㻤ᅗ᭩㤋䠄㻞㻥㻞ྡ䠅䛾ཧຍ
ฟ∧♫䜈䛾΅ㄝ᫂䠄䊻ᥦ᭩䛾ᶆ‽䠅
䠍ᅇ
㻟㻟ฟ∧♫䛾ཧຍ

`

16

䠍䠍䠔௳
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JUSTICE䛾άື䠄䠍䠅
ฟ∧♫΅䐢

JUSTICE䛾άື䠄䠍䠅
ฟ∧♫΅䐣

 ᚋ䛾ฟ∧♫΅䛾ㄢ㢟

 ᪂䛯䛺ዎ⣙䠄౯᱁䠅䝰䝕䝹ᐇ⌧䜈䛾ㄢ㢟

` ᪂䛯䛻ᚓ䛯΅䜹䞊䝗䛾ά⏝
䠄㻡㻜㻜௨ୖ䛾ཧຍ㤋䛸䛔䛖䝇䜿䞊䝹䝯䝸䝑䝖䚹ά䛛䛫䜛䛖䛱䛿ά䛛䛩䠅

㉎ㄞᶵ㛵䛾㻮㼍㼚㼐䠄㼀㼕㼑㼞䠅タᐃ䛾㐺ṇ
ᵓᡂဨᩘ䚸ண⟬つᶍ䚸⏝ᐇ⦼䚸⤌⧊䛾◊✲ᗘ䛾ᗘྜ䛔䠄ㄽᩥᢞ✏ᩘ
➼䠅
㉎ㄞᐇ⦼䛸䛿ᚲ䛪䛧䜒୍⮴䛧䛺䛔䛣䛸䛻䜘䜛ၥ㢟䠄⛣⾜䛿䛶䛾ᶵ㛵䛻୍
ᵝ䛷䛿䛺䛔䠅

`
z

` ṇ☜䛺䝕䞊䝍䛻ᇶ䛵䛟΅
䠄ṇ☜䛺㟂せᢕᥱ䚸ዎ⣙䝕䞊䝍䞉⏝䝕䞊䝍䛾㞟⣙䛾ᚲせᛶ䠅

z

᪂䛯䛺ዎ⣙䠄౯᱁䝰䝕䝹䠅䜈䛾ᑐᛂ
㉎ㄞつᶍ䛻ᇶ䛵䛟౯᱁䝰䝕䝹䠄㉎ㄞ䠄つᶍ䠅⥔ᣢ⩏ົ䠅䛛䜙䛾⬺༷
䊻㉎ㄞᶵ㛵䛾㻮㼍㼚㼐䠄㼀㼕㼑㼞䠅䛸䚸䝁䝺䜽䝅䝵䞁つᶍ䛾㑅ᢥ䠇䝍䜲䝖䝹㑅ᢥ䠇䠬䠬䠲䛾
⤌䜏ྜ䜟䛫䛻䜘䜛ዎ⣙䠄⏝ྍ⬟䛺䝁䞁䝔䞁䝒䜢ῶ䜙䛧䛶ዎ⣙㢠䜢ᢚไ䛩䜛䛣
䛸䛜ྍ⬟䠅
`

` 䝞䝑䜽䝣䜯䜲䝹䛾⣼✚ⓗ㉎ධ䛻䜘䜛䜹䝺䞁䝖ዎ⣙㢠䛾ᢚไ
䝞䝑䜽䝣䜯䜲䝹䜢ྍ⬟䛺㝈䜚䜹䝺䞁䝖䛻㏆䛔ห⾜ᖺ䜎䛷㉎ධ䛷䛝䜜䜀䚸䜹䝺䞁䝖ዎ
⣙㢠䛾ᢚไ䜒ྍ⬟䠛
䊻䝞䝑䜽䝣䜯䜲䝹㉎ධ䛾ᣢ⥆ⓗ䛺㈈※䛾☜ಖ䛜ㄢ㢟

18
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JUSTICE䛾άື䠄䠍䠅
ฟ∧♫΅䐤

`

䝁䝺䜽䝅䝵䞁つᶍ䛾㐺ṇ

z

㑅ᢥྍ⬟䛺䝁䝺䜽䝅䝵䞁䛾タᐃ䛜ㄢ㢟䠄⏝ྍ⬟䛺䝁䞁䝔䞁䝒䛾⃭ῶ䜢⦆
䛧䛴䛴౯᱁ᢚไ䛜ྍ⬟䛺䝁䝺䜽䝅䝵䞁䛾タᐃ䊻⡆༢䛷䛿䛺䛔䠅

`

⏝⪅⌮ゎ䛾⋓ᚓ
౯᱁䛾ᢚไ䠙⏝ྍ⬟䛺䝁䞁䝔䞁䝒䛾ῶᑡ

z

⏝せồ䛜㧗䜎䜚⥆䛡䜛୰䛷䚸ఱ䜢ṧ䛧ఱ䜢๐䜛䛾䛛䜢㑅ᢥ
䊻ྜពᙧᡂ䛾ᅔ㞴䛥

z
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JUSTICE䛾άື䠄䠍䠅
ฟ∧♫΅䐥

 ౯᱁΅䛾㝈⏺

 Ꮫ⾡㞧ㄅ䛾౯᱁ୖ᪼䛾せᅉ

`

䜸䞊䝥䞁䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾㝈⏺

`

ㄽᩥᩘ䛾ቑຍ

z

᭱⤊ⓗ䛺ዎ⣙ಖド䛾↓䛔΅

`

ᕷሙ䞉ᕷሙ䛾≉Ṧᛶ
Ꮫ⾡㞧ㄅ䛿௦᭰ရ䛜Ꮡᅾ䛧䛺䛔≉Ṧ䛺ၟရ
➇த䛜ᡂ❧䛧䛺䛔≉Ṧ䛺ᕷሙ
䝰䝷䝹䝝䝄䞊䝗
㈝⏝䜢┤᥋㈇ᢸ䛧䛺䛔ᾘ㈝⪅䛾ᾘ㈝䛿㐣䛻䛺䜛

΅䛾䜏䛷䚸ዎ⣙䛿ྛཧຍ㤋ḟ➨

z

䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮⮬య䛻㈈※䜢ᣢ䛯䛺䛔΅
䝍䜲䝖䛺䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䠄ዎ⣙䞉ᨭᡶ䜎䛷୍ඖ䠅䛷䛿䚸䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮య
䛾⥲౯΅䛜ྍ⬟
䊻䛯䛰䛧䚸ఱ䜢ዎ⣙䛧䚸ཧຍ㤋䛜䛹䛖䛔䛖ẚ⋡䛷ศᢸ䛧䚸⤒㈝䛾㞟⣙䞉ᨭᡶ
䜢䛹䛖䛩䜛䛛䛿䚸⡆༢䛻ゎỴ䛷䛝䛺䛔ၥ㢟

z

z

΅䛾䜏䛷౯᱁ୖ᪼䛾᰿ᮏⓗ䛺ཎᅉ䜢ྲྀ䜚㝖䛟䛣䛸䛿ྍ⬟
ཎᅉ䛾㝖䛷䛿䛺䛟䚸≧ἣ䛻ᑐฎ䛧䛶䛔䜛䛾䜏䠄ᑐ⒪ἲ䠅
䊻䛯䛰䛧䚸್ୖ䛢䜢ྍ⬟䛺㝈䜚ᢚไ䛧䚸⌧ᅾ䛾⎔ቃ䜢ྍ⬟䛺㝈䜚⥔ᣢ䛩䜛
άື䛾⥅⥆䛿㔜せ

`
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`
z

ᾘ㈝⪅䠄◊✲⪅䠅䛸㈝⏝㈇ᢸ⪅䠄Ꮫ䊻Ꮫᅗ᭩㤋䠅䛜␗䛺䜛
䊻ᾘ㈝⪅䛾せồ䛿ቑ
䊻㈝⏝㈇ᢸ⪅䛿್ୖ䛜䜚䛧䛶䜒ྍ⬟䛺㝈䜚㉎ㄞ䜢⥅⥆
ၟᴗฟ∧♫䛾ᕷሙᐻ༨
◊✲⪅䜔Ꮫ༠䠄◊✲⪅䝁䝭䝳䝙䝔䜱䠅䛾ၟᴗฟ∧♫䜈䛾㐣ᗘ䛺౫Ꮡ䛜
⥅⥆䛩䜛㝈䜚䚸ᜏᖖⓗ䛺౯᱁ୖ᪼䛿Ṇ䜑䜙䜜䛺䛔

`
z
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JUSTICE䛾άື䠄䠎䠅
ዎ⣙≧ἣㄪᰝ

JUSTICE䛾άື䠄䠏䠅

 ┠ⓗ

 ┠ⓗ

ཧຍ㤋䛾㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹➼䛾ዎ⣙≧ἣ䜢☜ㄆ䛧䚸΅䜔ዎ
⣙䝰䝕䝹䛾⟇ᐃ䛻㈨䛩䜛
 ᖹᡂ23ᖺᗘ䛾ᐇ≧ἣ
` JANUL䚸PULC䛾୧ㄪᰝ䜢㞟⣙䞉ᩚ⌮䛧䚸ཧຍᶵ㛵䠄ㄪᰝ
Ⅼ䛷486㤋䠅䜢ᑐ㇟䛻ᐇ
` ㄪᰝᮇ㛫
ᖹᡂ23ᖺ4᭶28᪥䡚5᭶31᪥
` ᭷ຠᅇ⟅ᩘ
459㤋䛛䜙ᅇ⟅䠄ᅇ⟅⋡ 94.4%䠅
` ⤖ᯝ䛾බ㛤
JUSTICE䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛾ཧຍ㤋㝈ᐃ䝨䞊䝆䛻⤖ᯝ䜢ᥖ㍕
ᖹᡂ24ᖺᗘᏛᅗ᭩㤋⫋ဨ㛗ᮇ◊ಟ

2012/7/9

㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼ࣭ࣝࣂࢵࢡࣇࣝ㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺ ㄪᰝ

`

22

2012/7/9

2012/7/9

`

䝞䝑䜽䝣䜯䜲䝹䛾ᩚഛィ⏬䜢❧䛩䜛䛯䜑䛾ᇶ♏ⓗ䛺䝕䞊䝍
䛾㞟䜢┠ⓗ䛻ᐇ䠄ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘ䛾༢ᖺᗘㄪᰝ䠅

 ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘ䛾ᐇ≧ἣ

ཧຍᶵ㛵䠄ㄪᰝⅬ䠅䜢ᑐ㇟䛻ᐇ
ㄪᰝᮇ㛫
ᖹᡂ㻞㻟ᖺ㻝㻞᭶㻥᪥䡚㻝㻞᭶㻞㻤᪥
` ᭷ຠᅇ⟅ᩘ
䠎䠏䠍௳䠄ᅇ⟅⋡ 㻢㻞㻚㻤㻑䠅
` ⤖ᯝ䛾බ㛤
㻶㼁㻿㼀㻵㻯㻱䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛾ཧຍ㤋㝈ᐃ䝨䞊䝆䛻⤖ᯝ䜢ᥖ㍕
`
`

23
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JUSTICE䛾άື䠄䠐䠅
ᗈሗάື䚸ሗ㞟䚸㛵ಀᅋయ䛸䛾㐃⤡䞉ㄪᩚ

JUSTICE䛾άື䠄䠑䠅
ேᮦ⫱ᡂ䞉ᴗົᨭ䐟

`ᗈሗㄅ䛄㼖㼡㼟㼙㼕㼚㼑䛅Ⓨ⾜䠄Ꮨห䠅

䠐ᅇ
ห‽ഛྕ㻔ᖹᡂ㻞㻟ᖺ㻝㻜᭶㻕
หྕ䠇㘓䠄ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻝᭶㻕
≉ูྕ䠇㘓䠄ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻞᭶䚸㻟᭶䠅

`䝅䞁䝫䝆䜴䝮㛤ദ䠄ᚋ䠅

`JUSTICE㐠Ⴀጤဨጤဨ䚸༠ຊဨ䚸ົᒁ⫋ဨ䚸ᐇົ◊ಟ

⏕䠄ヲ⣽䛿ᚋ䜋䛹䠅䛻䜘䜛ᇳ➹
`㟁Ꮚ㈨ᩱዎ⣙䛻㛵䛩䜛ᇶ♏ⓗ䛺䛛䜙

䠍ᅇ

⏝⪅䜈䛾ᥦ౪᪉ἲ䜎䛷䛾ᩍ⛉᭩ⓗ㈨ᩱ
jusmineหྕ

ᖹᡂ㻞㻟㻌ᖺᗘᅜ❧Ꮫᅗ᭩㤋༠䝅䞁䝫䝆䜴䝮
䛂Ꮫ⾡ሗὶ㏻䛾ᨵ㠉䜢┠ᣦ䛧䛶 䠑
䡚㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛸䝞䝑䜽䝣䜯䜲䝹䛾ᇶ┙ᩚഛ䡚䛃
`እ㒊ᅋయദ⾜䜈䛾ㅮᖌὴ㐵➼
`እ㒊㆟䜈䛾ཧຍ䞉ㄪᰝゼၥ
`ཎ✏ᇳ➹
24

䠍䠒ᅇ
䠍䠒ᅇ
䠔௳

`JUSTICE䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛾ཧຍ㤋㝈ᐃ
䝨䞊䝆䛻䚸㟁Ꮚ䝣䜯䜲䝹䛷ᩥ䜢ᥖ㍕
`Ꮚ∧䜢ཧຍ㤋䛻㒑㏦

2012/7/9

ಶู◊ಟㄢ㢟䜈䛾䛸䜚⤌䜏

䞉㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䝞䝑䜽䝣䜯䜲䝹➼䛾ᅜ䝺䝧䝹
䛷䛾ᩚഛ䛻ྥ䛡䛯ㄪᰝ䞉⏬ 䠄άື㻔㻟㻕䠅
䞉䛄㟁Ꮚ㈨ᩱዎ⣙ᐇົᚲᦠ䛅䛾సᡂ 䠄άື㻔㻡㻕䐟㻕
ฟ∧⪅䛛䜙䛾ᥦ᭩䛾ᶆ‽ 䠄άື㻔㻝㻕䐠䠅
䞉㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇⏝⤫ィ䛾䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛻
䜘䜛ά⏝䛻ྥ䛡䛯ㄪᰝ䞉᳨ウ
䠉䛩䛷䛻䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛷䛾䛂㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹⏝⤫ィᥦ౪䝃䞊䝡䝇䛃䜢⾜䛳䛶䛔䜛䜔䚸ၟ⏝䛾⏝
⤫ィ䝒䞊䝹䛾ẚ㍑᳨ウ䞉ㄪᰝ䚹ᅜෆᏛ䜈䛾㟁Ꮚ㈨ᩱ⟶⌮㐠⏝䛻㛵䛩䜛⪺䛝ྲྀ䜚ㄪᰝ䚸䜲䜼䝸䝇䛻
䛚䛡䜛䛂䝃䝤䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛃䠄つᶍ䛺䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾ୗ䛷䛾䝍䜲䝖䛺ᑠつᶍ䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䠅䛾
䛻䛴䛔䛶䛾⪺䛝ྲྀ䜚ㄪᰝ➼
26
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㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䝞䝑䜽䝣䜯䜲䝹䞉㟁Ꮚ䝁䝺䜽䝅䝵䞁䛾ᣑ

ᐇົ◊ಟ⏕䛾ཷ䛡ධ䜜䠄ᖹᡂ23ᖺᗘ䠙3ྡ䠅

`

25

JUSTICE䛾άືᒎ㛤䠉㉎ㄞ䜽䝷䝤䛛䜙㟁Ꮚ䝸䝋䞊
䝇䛾⥲ྜⓗ䝴䞊䝔䜱䝸䝔䜱䜈䠉 䠄䠍䠅

NIIᏛ⾡ᇶ┙᥎㐍㒊䠄JUSTICEົᒁ䠄䠙ᅗ᭩㤋㐃ᦠ䞉༠ຊᐊ䠅䜢ྵ䜐䠅䛻䛚䛡䜛 On the Job
Training䠄OJT䠅䜢㏻䛨䛶䚸Ꮫᅗ᭩㤋➼䛜᥎㐍䛩䜛Ꮫ⾡ሗὶ㏻ᇶ┙ᩚഛ䛾୰ᚰⓗᙺ
䜢ᢸ䛖ேᮦ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛯ไᗘ
ົᒁᴗົ䜢㏻䛧䛯㻻㻶㼀

సᡂᢸᙜ䛾㜰Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 ⸨ỤຬኴᮁẶ
䠄ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘᐇົ◊ಟ⏕䠅

䠄ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘᐇ⦼䠅

ᖹᡂ24ᖺᗘᏛᅗ᭩㤋⫋ဨ㛗ᮇ◊ಟ

`

`130䝨䞊䝆䚸8❶
`ᖹᡂ24ᖺ3᭶Ⓨ⾜

JUSTICE䛾άື䠄䠑䠅
ேᮦ⫱ᡂ䞉ᴗົᨭ䐠


䛄㟁Ꮚ㈨ᩱዎ⣙ᐇົᚲᦠ䛅䛾ห⾜



2012/7/9

• 㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䝞䝑䜽䝣䜯䜲䝹䛾ᩚഛ

䞉䜹䝺䞁䝖ዎ⣙ᮇ㛫୰䜒䚸䝍䜲䝖䝹䜔㟁Ꮚ῭䛾䛶䛾ᮇ㛫䛾⏝䛜ྍ⬟
䛸䛿㝈䜙䛺䛔
䞉䜹䝺䞁䝖ዎ⣙୰Ṇᚋ䛻⏝ྍ⬟䛺⠊ᅖ䛻䛿㝈䜚䛜䛒䜛䠄㉎ㄞㄅ䠋㠀㉎ㄞ
ㄅ䠅
䊻䝞䝑䜽䝣䜯䜲䝹䜈䛾䜰䜽䝉䝇⎔ቃ䛾ᩚഛ䛻䜘䜚䚸䜹䝺䞁䝖䝣䜯䜲䝹ዎ⣙䠄ዎ
⣙୰Ṇ䠅䛾ᙳ㡪䜢ᢲ䛥䛘䜛䠄䝉䞊䝣䝔䜱䞉䝛䝑䝖䠅
䊻䝞䝑䜽䝣䜯䜲䝹㉎ධ䛻䜘䜛䜹䝺䞁䝖ዎ⣙㢠䛾ᢚไຠᯝ䜈䛾ᮇᚅ
䊻ᅜෆᶵ㛵䛾䝞䝑䜽䝣䜯䜲䝹㉎ධ䛾⌧≧䜢ᢕᥱ䛧䛯ୖ䛷䚸ᅜ䛸䛧䛶䛾䝞䝑䜽
䝣䜯䜲䝹ᩚഛ䛾ᡓ␎⟇ᐃ䛜ᚲせ

• ேᩥ♫⛉Ꮫ⣔㟁Ꮚ䝁䝺䜽䝅䝵䞁䛾ᩚഛ

䊻㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹௨እ䠃⮬↛⛉Ꮫ⣔௨እ䛾䚸䜎䛸䜎䛳䛯㟁Ꮚ䝁䞁䝔䞁䝒䛾
ᩚഛ
27
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JUSTICE䛾άືᒎ㛤䠉㉎ㄞ䜽䝷䝤䛛䜙㟁Ꮚ䝸䝋䞊
䝇䛾⥲ྜⓗ䝴䞊䝔䜱䝸䝔䜱䜈䠉 䠄䠍䠅

JUSTICE䛾άືᒎ㛤䠉㉎ㄞ䜽䝷䝤䛛䜙㟁Ꮚ䝸䝋䞊
䝇䛾⥲ྜⓗ䝴䞊䝔䜱䝸䝔䜱䜈䠉 䠄2䠅

㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䝞䝑䜽䝣䜯䜲䝹䞉㟁Ꮚ䝁䝺䜽䝅䝵䞁䛾ᣑ

㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇䛾ຠ⋡ⓗ䛺⟶⌮䛸ᥦ౪䛾ᐇ⌧

• 䠪䠥䠥䛸䛾㐃ᦠ䞉༠ຊ䛻䜘䜛㟁Ꮚ䝁䝺䜽䝅䝵䞁䛾ඹྠᩚഛ

• Ꮫᅗ᭩㤋➼䛻䛚䛡䜛㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇⟶⌮ᴗົ䠄᭩ㄅሗ䚸ዎ⣙ሗ䚸
䝷䜲䝉䞁䝇ሗ➼䛾⟶⌮䠅䛾
୍ඖ䞉ຠ⋡䚸⏝⪅
䝃䞊䝡䝇ྥୖ䛾ᨭ

ฟ∧♫䞉䝧䞁䝎䞊➼䛾䝃䞊䝞䛰䛡䛷䛺䛟䚸㻺㻵㻵㻙㻾㻱㻻䠄㻺㻵㻵㻙㻾㻱㻻㻌㻴㻿㻿䠅䛷䛾⏝
䛾ᐇ⌧

䊻NII䛾㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇⟶⌮䝕䞊䝍
䝧䞊䝇ඹྠᵓ⠏䝥䝻䝆䜵䜽䝖
䜈䛾༠ຊ
䠄䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾ᙺ䛾
᳨ウ䞉ᐇ䠅

䊻㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䝞䝑䜽䝣䜯䜲䝹ᩚഛ䛾ᐇ⦼
䞉Springer
䞉Oxford University Press
䊻ேᩥ♫⛉Ꮫ⣔㟁Ꮚ㈨ᩱ䝁䝺䜽䝅䝵䞁ᩚഛ䛾ᐇ⦼
䞉19c䠈20c HCPP䠄ⱥᅜ㆟ୗ㝔ᩥ᭩䠅
䞉Making of the Modern World䠄䝂䞊䝹䝗䝇䝭䝇䞉䜽䝺䝇ᩥᗜ䠅

28
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• ⏝⤫ィ䝕䞊䝍ྲྀᚓ䞉⟶⌮䛾
୍ඖ䞉ຠ⋡

2012/7/9

29
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JUSTICE䛾άືᒎ㛤䠉㉎ㄞ䜽䝷䝤䛛䜙㟁Ꮚ䝸䝋䞊
䝇䛾⥲ྜⓗ䝴䞊䝔䜱䝸䝔䜱䜈䠉 䠄䠏䠅

Ꮫ⾡ሗὶ㏻䛾ᨵ㠉䛻ྥ䛡䛶(1)
㉎ㄞᩱ䝰䝕䝹䛾㝈⏺䐟

㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇䛾㛗ᮇಖᏑ䛸䜰䜽䝉䝇ಖド
ᰝㄞ䠄ホ౯䠅䚸
⦅㞟䞉ᩚᙧ

䛂ᡤⶶ䛃䊻䛂䜰䜽䝉䝇䛃䠄ᅗ᭩㤋䛻䛿䛂䜒䛾䛃䛜ṧ䜙䛺䛔䠅
㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇䛾㛗ᮇⓗ䛺ಖᏑ䛸䜰䜽䝉䝇ಖド䛾ᐇ⌧䛜᪂䛯䛺ㄢ㢟

z
z

Ꮫ༠

ㄽᩥ㐀
ቑຍ䟿

ᢞ✏
ቑຍ䟿

ⴭ⪅
䠄◊✲⪅䠅

ฟ∧⪅

咑

㻯㻸㻻㻯㻷㻿㻿䛸䛾㐃ᦠᙉ
Ⓨ⾜㔞
౯᱁
ୖ᪼䟿

`ୡ⏺୰䛾Ꮫᅗ᭩㤋䛚䜘䜃Ꮫ⾡ฟ∧♫䛜ඹྠ㐠Ⴀ䛩䜛つᶍ䛺䝎䞊

䜽䜰䞊䜹䜲䝤䠄ಖᏑ䠅䝥䝻䝆䜵䜽䝖
`ୡ⏺୰䛻㻝㻞䛾䜰䞊䜹䜲䝤䝜䞊䝗䠄ಖᏑ⏝䝃䞊䝞䠅䜢ᵓ⠏
`㻺㻵㻵䛜㻞㻜㻝㻜䠄ᖹᡂ㻞㻞䠅ᖺ㻟᭶䛻䜰䝆䜰ᆅ༊䛾䜰䞊䜹䜲䝤䝜䞊䝗䛻
`㻞㻜㻝㻜䠄ᖹᡂ㻞㻞䠅ᖺ㻥᭶䛻䚸㻯㻸㻻㻯㻷㻿㻿䛸䛾㛫䛷᪥ᮏ䛾Ꮫᅗ᭩㤋ྥ䛡䛾
≉ูᥦ䛻ᑐ䛩䜛ྜពᡂ❧
`ᅜෆእ䛾Ꮫᅗ᭩㤋䚸ฟ∧♫䛜㡰ḟཧຍ
30
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Ꮫ⾡ሗὶ㏻䛾ᨵ㠉䛻ྥ䛡䛶(1)
㉎ㄞᩱ䝰䝕䝹䛾㝈⏺䐠
9
9
9
9

㉎ㄞᩱ
ῶᑡ䟿 ᥦ౪ῶᑡ䟿

Ꮫᅗ᭩㤋
Ꮫ⾡ሗὶ㏻䝁䝇䝖䛻ᑐ䛩䜛
㝈ᗘ௨ୖ䛾㈇ᢸ
31

ㄞ⪅
䠄◊✲⪅➼䠅

⤒㈝㈇ᢸ
(Ꮫ➼ண⟬)
ῶᑡ䟿

⏝ῶᑡ䟿

Ꮫ༠

ᢞ✏

ᰝㄞ䠄ホ౯䠅䚸
⦅㞟䞉ᩚᙧ

ㄽᩥฎ⌮ᩱ㔠
䠄APC䠅

ฟ∧⪅

 Ꮫ⾡ሗὶ㏻䛾ᶵ⬟䠄䝅䝸䜰䝹䜽䝷䜲䝅䝇䜃䠛䠅
 䛂ඖᐧ䛃䛨䜓䛒䜛䜎䛔䛧䠊䠊䠊
 䛂⚄㢼䛃䠄๓ᅇ䛿㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䠅䛿䜃྿䛟䛾䛛䠛
 㢼䛜྿䛛䛺䛔䛺䜙㉳䛣䛩䛧䛛䛺䛥䛭䛖
䊻䛂㉎ㄞᩱ䝰䝕䝹䛃䛾⦆៏䛺䜛Ṛ
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Ꮫᅗ᭩㤋

㉎ㄞᩱ䛾
䝸䝎䜲䝺䜽䝖

䜸䞊䝥䞁
䜰䜽䝉䝇

ㄽᩥ㐀
ⴭ⪅
䠄◊✲⪅䠅

咑

◊✲⪅䛾ᡤᒓᶵ㛵
◊✲㈝ຓᡂᶵ㛵

ㄞ⪅
䠄◊✲⪅➼䠅
⏝
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Ꮫ⾡ሗὶ㏻䛾ᨵ㠉䛻ྥ䛡䛶(䠎)
䜸䞊䝥䞁䜰䜽䝉䝇䝰䝕䝹䛻䜘䜛Ꮫ⾡㞧ㄅⓎ⾜䐠

Ꮫ⾡ሗὶ㏻䛾ᨵ㠉䛻ྥ䛡䛶(3)

 䜸䞊䝥䞁䜰䜽䝉䝇䝰䝕䝹䠙㉎ㄞᩱ䛻䜘䜙䛺䛔䝁䝇䝖㈇ᢸ

 䝉䝹䝣䜰䞊䜹䜲䝡䞁䜾

`ⴭ⪅ᨭᡶ䝰䝕䝹

ⴭ⪅䛜ㄽᩥฎ⌮ᩱ㔠䠄APC䠅䜢ᨭᡶ䛖䛣䛸䛻䜘䜚䚸ㄡ䜒䛜⮬⏤䛻
䜰䜽䝉䝇䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䝰䝕䝹䠄ㄞ⪅䛷䛿䛺䛟ⴭ⪅䛜㈝⏝㈇ᢸ
䜢⾜䛖䝰䝕䝹䠅
䞉䛺䜸䞊䝥䞁䜰䜽䝉䝇ㄅ
䛶䛾ㄽᩥ䛻ⴭ⪅ᨭᡶ䝰䝕䝹䜢㐺⏝䠅
䞉䝝䜲䝤䝸䝑䝗䛺䜸䞊䝥䞁䜰䜽䝉䝇ㄅ
ⴭ⪅䛜ㄽᩥ䜢䜸䞊䝥䞁䜰䜽䝉䝇䛻䛩䜛䛛䛹䛖䛛䜢㑅ᢥ

2012/7/9

◊✲⪅⮬䜙䚸ㄽᩥ䜢䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ୖ䛻බ㛤䛩䜛䛣䛸䛷䛾
䜸䞊䝥䞁䜰䜽䝉䝇䛾᥎㐍
`ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸䠄Institutional

Repository䠅

㉎ㄞᩱ䝰䝕䝹ୗ䛷䛾౯᱁΅䚸䜸䞊䝥䞁䜰䜽䝉䝇䝆䝱䞊䝘䝹
䛾᥎㐍䚸䝉䝹䝣䜰䞊䜹䜲䝡䞁䜾䠄ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸䠅䛾᥎㐍䛿䚸

`㉎ㄞᩱ䝸䝎䜲䝺䜽䝖䝰䝕䝹䠄SCOAP3䠅

༢Ⓨ䛷䛿䛺䛛䛺䛛ඛ䛻㐍䜎䛺䛔䚹

`䛭䛾
34
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Ꮫ⾡ሗὶ㏻䛾ᨵ㠉䛻ྥ䛡䛶(䠎)
䜸䞊䝥䞁䜰䜽䝉䝇䝰䝕䝹䛻䜘䜛Ꮫ⾡㞧ㄅⓎ⾜䐟

Ꮫ⾡㞧ㄅ䝍䜲䝖䝹ᩘ䛾ቑຍ
Ꮫ⾡㞧ㄅ౯᱁䠄༢౯䠅䛾ୖ᪼
◊✲⪅䠄ㄞ⪅䠅䛾せồ䛾ቑ
㉎ㄞ⤒㈝䠄ண⟬䠅䛾ῶᑡ

32

◊✲⪅䛾
ᡤᒓᶵ㛵

䛶䛾άື䛜㐃ᦠ䛧䚸ྠ䛻㐍䜑䛶䛔䛟䛣䛸䛜㔜せ䟿
ᖹᡂ24ᖺᗘᏛᅗ᭩㤋⫋ဨ㛗ᮇ◊ಟ

2012/7/9

35

ᖹᡂ24ᖺᗘᏛᅗ᭩㤋⫋ဨ㛗ᮇ◊ಟ

2012/7/9

学術情報コミュニケーションの動向

141

᭱ᚋ䛻䚸䜃JUSTICE
ᖹᡂ25ᖺᗘ䛛䜙᪂⤌⧊యไ䜈䛾⛣⾜
z 㻺㻵㻵䛛䜙䛿䚸᪤䛻ົᒁ⤌⧊䚸ሙᡤ䚸ົᒁ㐠Ⴀ䛻ಀ䜛⤒㈝➼䛾ᨭ
z 㻶㼁㻿㼀㻵㻯㻱䛾άື䜢ᨭ䛘䜛ேⓗ䛺ᩚഛ䛿Ꮫᅗ᭩㤋
z 㻺㻵㻵䛾ᨭ䜢ཷ䛡䛴䛴䜒䚸ྛᏛᅗ᭩㤋䛜యⓗ䛻άື䛧䚸య䛷ᨭ䛘䛶䛔䛟⤌

⧊䠄ฟ∧♫΅௦⾜䝃䞊䝡䝇䛾➨୕⪅ᶵ㛵䛷䛿䛺䛔䠅
z ⌧ᅾ䛿䚸ᚑ᮶䛾䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛛䜙䛾⛣⾜ᮇ㛫

JUSTICE䛾タ❧ព⩏
z 㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇ᩚഛ䛻ྥ䛡䛯䚸タ⨨ẕయ䜢㉸䛘䛯Ꮫᅗ᭩㤋䛾୍㐃ྜ
z ᑓ௵䛾ົᒁဨ䠄䠏ྡ䠅䜢㓄䛧䛯᪥ᖖⓗ䛺άື䛾ᐇ⌧
z Ꮫᅗ᭩㤋䛸㻺㻵㻵䛸䛾ᐦ᥋䛺༠ຊయไ䛾ᐇ⌧
`

༠ᐃ᭩䛻ᇶ䛵䛟䛂㐃ᦠ䞉༠ຊ᥎㐍㆟䛃䛾ᯟ⤌䜏䛷䛾᫂☜䛺άື

`

㻺㻵㻵䛸䛔䛖ሙᡤ䛷㻺㻵㻵䛾᪥ᖖⓗ䛺ᨭ䜢ཷ䛡䛺䛜䜙Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨ䛜యⓗ䛻ά
ື䛷䛝䜛యไ

ⓙᵝ䛾యⓗ䛺㛵䜟䜚䜢ᮇᚅ䛧䜎䛩䟿
36
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㸯㸯 㟁Ꮚᅗ᭩㤋࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ 

⟃ἼᏛᅗ᭩㤋ሗ࣓ࢹ⣔ᩍᤵ
Ᏹ㝀 ๎ᙪ 
1. ࡣࡌࡵ
⟃ἼᏛ㟁Ꮚᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒㸸Tsukuba University Library Information Public Service㸦௨
ୗࠊTULIPS㸧ࡀ 2010 ᖺ 3 ᭶᪂ࡋࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ2006 ᖺ 3 ᭶௨᮶ 4 ᖺࡪࡾࡢ᭦᪂࡛ࡍࠋ2006
ᖺࢩࢫࢸ࣒ࡣᏛ⾡ሗ࣏࣮ࢱࣝࢆࢥࣥࢭࣉࢺࡋࠊ㟁Ꮚሗ㈨※ࡢᥦ౪ࢆ๓㠃ฟࡋࡓࢩࢫࢸ࣒
࡛ࡋࡓࠋ࣏࣮ࢱࣝᆺ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᅗ᭩㤋ࡀ⏝⪅ᥦ౪ࡍࡁࡔุ᩿ࡋࡓ࡚ࡢሗ㈨※ࢆ
ࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ୍ぴࡋ࡚㓄⨨ࡋࠊᅗ᭩㤋ࡢࢧࢺࢡࢭࢫࡍࢀࡤ༶ࠊሗ㈨※ࢡࢭࢫ࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ2002 ᖺ㡭ࡽḢ⡿ࡢᏛᅗ᭩㤋࡛ᛴ㏿ᬑཬࡋࡘࡘ࠶ࡗࡓ Ex Libris
♫ࡢᶓ᳨᩿⣴ࢩࢫࢸ࣒ Metalib ࣜࣥ࢟ࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ SFX ࢆᑟධࡋࠊᩘ༑ࡢሗ㈨※ࢆ୍ᗘ
᳨⣴ࡋࠊ᳨⣴⤖ᯝࡽㄽᩥᮏయࢼࣅࢤ࣮ࢺࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡋࡲࡋࡓࠋࡉࡽࠊᩥ⊩⟶⌮ࢩࢫ
ࢸ࣒ RefWorks ࢆᑟධࡋࠊಶேࡈᩥ⊩ࢆ⟶⌮࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ 2006 ᖺࢩࢫࢸ࣒ࡣࡑࢀ௨๓ࡢࢩࢫࢸ࣒ẚࡿࠊᶵ⬟ࡀ㣕㌍ⓗྥୖࡋࡲࡋࡓ
ࡀࠊ⏝⪅ࡢᛂࡣⰾࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡲࡎ┠⋢࡛࠶ࡿࡣࡎࡢᶓ᳨᩿⣴ࡀᮇᚅ
࠾ࡾືࡎࠊࢇ⏝ࡉࢀࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣜࣥ࢟ࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࡼࡗ࡚ሗ㈨※ࡀ
┦ࣜࣥࢡࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊ᧯సࡀ」㞧࡛࠺ࡲࡃᩥ⊩฿㐩࡛ࡁ࡞࠸⏝⪅ࡀ࠸ࡲࡋࡓࠋࡉࡽࠊ
ࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ㓄⨨ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ୍ぴࡣሗ㈨※ࢆぢࡘࡅࡃࡃࠊ⏝⪅ࡈ࢝ࢫࢱ࣐
ࢬ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ḞⅬࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡉࡽయࡢ༳㇟ࡋ࡚᭱ึఱࢆࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢࢃࡽ
࡞࠸࠸࠺ᣦࡀከࠎ࠶ࡾࠊࢃࡾࡃ࠸ࢹࢨ࡛ࣥ࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛
ᅇࡢ 2010 ᖺࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊSimple and Quick ࢆ┠ᶆࡋࠊᩥ⊩᭱▷㊥㞳࡛฿㐩ࡍࡿࡇࢃ
ࡾࡸࡍ࠸ࢹࢨࣥࢆලయⓗㄢ㢟⨨࡙ࡅࡲࡋࡓࠋ
2. ᪂ࡋ࠸ TULIPS
 ᗘࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ┠⋢ࡣࠕḟୡ௦ OPAC࡛ࠖࡍࠋOPAC(Online Public Accessing Catalog)
ࡣⶶ᭩┠㘓ࡢࡇ࡛ࠊᅗ᭩㤋ࡀᡤⶶࡍࡿ㈨ᩱࢆ⟶⌮᳨࣭⣴ࡍࡿࡓࡵࢃࢀࡲࡍࠋᅗ᭩㤋㈨ᩱ
࠸࠼ࡤ㏻ᖖࠊ⣬፹యࡢᅗ᭩ࡸ㞧ㄅࢆᛮ࠸ᾋࡲࡍࡀࠊ㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࡸࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࠸ࡗ
ࡓ㟁Ꮚ፹యࡢ㈨ᩱࡶᅗ᭩㤋㈨ᩱྵࡲࢀࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊ㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࡸࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣฟ∧♫
ࡸ࣋ࣥࢲ࣮➼ࡢࢧࢺୖ࠶ࡾࠊᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰ᐇࢹ࣮ࢱࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡘ
ࡲࡾࠊ㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࡸࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣᅗ᭩㤋㈨ᩱ࡛ࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊཝᐦ࡞ព࡛ࡣᅗ᭩㤋ࡀ
ࠕᡤⶶࠖࡋ࡚࠸ࡿࡣゝ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊOPAC ࡀᅗ᭩㤋ࡢ㈨ᩱࢆ⟶⌮ࡋࠊ᳨⣴ࡍ
ࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊᡤⶶࡋ࡚࠸࡞࠸㟁Ꮚ㈨ᩱࢆࡶྵࡵ࡚⤫ྜⓗ⟶⌮᳨࣭⣴࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ
࣒࡛࠶ࡿࡁ࡛ࡍࠋḟୡ௦ OPAC ࡢࠕḟୡ௦ࠖࡣࠊ㟁Ꮚ㈨ᩱࡢⓏሙࡼࡗ࡚᭕࡞ࡗࡓࠕᡤⶶࠖ
ࡢពࢆࠊࢩࢫࢸ࣒ⓗ྾ࡍࡿ᪂ࡋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫᴫᛕ࡛࠶ࡿࡇࢆ⾲ࡋࡓゝⴥ࠸ࡗ࡚ࡼ࠸࡛ࡋ
ࡻ࠺ࠋ
ḟୡ௦ OPAC ࡣࡢࡇࢁࠊᾏእ࣋ࣥࢲ࣮ࡢ〇ရ࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫࡀᩘ✀㢮࠶ࡿ⛬ᗘ࡛ࡍࠋ
ᅇࠊ⟃ἼᏛࡣ㸦ᰴ㸧ࣜࢥ࣮༠ຊࡋࠊᅜෆ࣋ࣥࢲ࣮ึࡢᮏ᱁ⓗ࡞ḟୡ௦ OPAC ࢆ㛤Ⓨࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡶࡕࢁࢇᵝ⟇ᐃࡢẁ㝵࡛ࡣࠊᾏእ〇ရࡢᑟධࡶど㔝ධࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ᪥ᮏㄒࡢၥ㢟ࡸᴗ
ົࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐃ᦠࠊࡲࡓᴗ⏺ࡢ➼ࡽ⤖ᯝࡋ࡚ᑟධ࡛ࡁࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋึࡢᅜෆ〇ရ
࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡲࡔࡲࡔᨵⰋࡢవᆅࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊᇶᮏⓗ࡞㒊ศ࡛ࡣᾏእ〇ရ㈇ࡅ࡚࠸࡞࠸ࡘࡶ
ࡾ࡛ࡍࠋᅜෆ࡛ḟୡ௦ OPAC ࢆᑟධࡋࡓᏛࡣᕞᏛࡸᛂ⩏ሿᏛࡄࡽ࠸࡛ࠊḢ⡿࡛ࡶࡲࡔ
ࡑࢀᬑཬࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ⟃ἼᏛࡢ㟁Ꮚᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡣୡ⏺ⓗࡶඛ㐍ⓗ࡞ࢩࢫࢸ࣒࡞ࡢ
1

ᮏ✏ࡣ⟃ἼᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᖺሗ(2009)ࡢࠕ㟁Ꮚᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢホ౯㍈ࠖࢆຍ➹࣭ಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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࡛ࡍࠋ
3. ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ࡢ TULIPS
ᅗ᭩㤋ࡢୡ⏺ࡣࠊᅗ᭩㤋ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢᅜ㝿ⓗ࡞ᇶ‽ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛
࣮࣐ࣥࢫᣦᶆ(ISO11620)ࠖࡤࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆࡣࡁࡃࢃࡅ࡚ࠊ
ࣥࣉࢵࢺᣦᶆࠊ࢘ࢺࣉࢵࢺᣦᶆࠊ࢘ࢺ࣒࢝ᣦᶆ࠾ࡼࡧࣉࣟࢭࢫࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࣥࣉࢵࢺᣦᶆ
ࡣࡢࡄࡽ࠸ࡢ㈨※ࢆᢞධࡋ࡚࠸ࡿࢆ

ࡿᣦᶆ࡛ࠊண⟬ࠊⶶ᭩ᩘࠊேဨ➼ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࢘

ࢺࣉࢵࢺᣦᶆࡣࡢࡄࡽ࠸ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏘ฟࡋࡓࢆ

ࡿᣦᶆ࡛ࠊ㈚ฟᩘࡸ᮶㤋⪅ᩘࠊࣞࣇ

ࣞࣥࢫ௳ᩘ➼ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࢘ࢺ࣒࢝ᣦᶆࡣࡢࡄࡽ࠸ࡢᡂᯝࡀ࡛ࡓࢆᅗࡿᣦᶆ࡛ࠊ⌧ᅾ
ࡣ⏝⪅‶㊊ᗘ࡛

ࡽࢀࡿࡇࡀከ࠸ࡼ࠺࡛ࡍࠋಶேⓗࡣᏛᅗ᭩㤋ࡢᡂᯝࡣࠊࠕᏛ⩦ࡢ㐍ᗘࠖ

ࡸࠕ◊✲ࡢࢡࢸࣅࢸࠖ➼࡛

ࡿࡇࡀ࡛ࡁࢀࡤࡼ࠸࡞⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

᭱㏆ࠊe-SRVEQUAL ࡸ DigiQUAL ࡞㟁Ꮚࢧ࣮ࣅࢫࡢࡓࡵࡢホ౯ᣦᶆࡀᥦࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ
ࡲࡔᅜ㝿ᇶ‽࡞ࡿ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࡇ࡛ࡇࡇ࡛ࡣࠊࡑࢀࡽࡢホ౯ᣦᶆࢆཧ⪃ࠊᅗ᭩㤋
ࢩࢫࢸ࣒ࡢホ౯ࡘ࠸࡚⊂⮬⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡲࡍࠋࡲࡎࣥࣉࢵࢺᣦᶆ࡛ࡍࡀࠊୖࡢᅜ㝿ᶆ‽ࡢᣦ
ᶆᚑ࠺࡞ࡽࠊ㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝᩘࡸࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᩘ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢホ౯ࡋ࡚ࡣᶵ⬟
ࡢ✀㢮ࡸᩘࡶྵࡵࡓ࠸ࡇࢁ࡛ࡍࠋḟ࢘ࢺࣉࢵࢺᣦᶆ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡶᅜ㝿ᶆ‽ࡢ⏝⪅ᩘࡸ
㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢࢡࢭࢫᩘຍ࠼ࠊࡢᶵ⬟ࢆࢀࡔࡅࡢ⏝⪅ࡀࡗࡓࡢࢆຍ࠼ࡓ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㞴ࡋ࠸ࡢࡀ࢘ࢺ࣒࢝ᣦᶆ࡛ࡍࠋඛᏛᅗ᭩㤋ࡢ࢘ࢺ࣒࢝ࡣᏛ⩦ࡸ
◊✲ࡢ㈉⊩࡛

ࡾࡓ࠸᭩࠸ࡓࡢ࡛ࠊᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࢘ࢺ࣒࢝ࡣࠊᏛ⩦ࡸ◊✲ࡢࡓࡵࡢ㈨

ᩱࡀ⡆༢ࡍࡤࡸࡃぢࡘࡅࡽࢀࡿ࠺࡛

ࡾࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣ㏆ᖺ Web ࢧࢺࡢホ౯

ࡸሗࢩࢫࢸ࣒ࡢホ౯ࡋ࡚ὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠕࣇࣥࢲࣅࣜࢸࠖ࠸࠺⪃࠼ἢࡗࡓࡶࡢ
࡛ࡍࠋ
᪂ TULIPS ࡣࡇࡢࣇࣥࢲࣅࣜࢸࠊࡍ࡞ࢃࡕᩥ⊩ࡢ㎺ࡾࡸࡍࡉࢆᙉࡃព㆑ࡋ࡚タィࡋࡲࡋ
ࡓࠋᩥ⊩ࡢ㎺ࡾࡸࡍࡉࢆᕥྑࡍࡿせᅉࡣ᳨⣴ࡢ⢭ᗘ᧯సࡢࡋࡸࡍࡉ࡛ࡍࠋ᳨⣴ࡢ⢭ᗘࡀࡼࡃ࡚
ࡶ᳨⣴ㄒࡢධຊࡽᩥ⊩⾲♧ࡲ࡛ࡢ୍㐃ࡢ᧯సࡀ」㞧࡛࠶ࢀࡤ㎺ࡾࡸࡍ࠸ࡣゝ࠼ࡲࡏࢇࡋࠊ᧯
సࡀ⡆༢࡛ࡶ᳨⣴⢭ᗘࡀపࡅࢀࡤ㎺ࡾࡸࡍ࠸ࡣゝ࠼ࡲࡏࢇࠋᅇࡢࢩࢫࢸ࣒᭦᪂࡛ࡣࠊ᳨ウẁ
㝵ࡽ͆Simple & Quick㸦⡆༢ࡍࡤࡸࡃ㸧͇ࢆࢸ࣮࣐ࡋ࡚ᥖࡆࡲࡋࡓࠋ≉ࡇࡔࢃࡗࡓࡢࡀ
ࢡࣜࢵࢡᅇᩘ࡛ࡍࠋGoogle ࢆࡣࡌࡵࡋ࡚ࠊ᭱㏆ࡢ Web ࢩࢫࢸ࣒ࡣ࣡ࣥࢡࣜࢵࢡ࡛ሗᮏయ
㎺ࡾࡘࡅࡿࡢࡀᇶᮏ࡛ࡍࠋࡑࢀᑐࡋ࡚᪤Ꮡ OPAC ࡢከࡃࡀ࣡ࣥࢡࣜࢵࢡࢆᐇ⌧࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ᪂ TULIPS ࡣᮏᩥࡀ࠶ࡿࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣ࣡ࣥࢡࣜࢵࢡ࡛ PDF ࢆ⾲♧ࡍࡿࡼ࠺ࡋࡲࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡣ⡆༢࡞ࡇࡢࡼ࠺࡛࠸࡚ࠊ࡞ࡾ㠃ಽ࡞ฎ⌮࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ᳨⣴ຠ⋡ࡘ࠸࡚ࡶḟୡ௦
OPAC ࡢ᳨⣴ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢࢳ࣮ࣗࢽࣥࢢࢆఱᗘࡶ⾜࠸ࡲࡋࡓ㸦ࡋࡋࠊࡲࡔ༑ศ࡛ࡍ㸧ࠋࡉ
ࡽࠊTULIPS ࡢḟୡ௦ OPAC ࡛≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣࠊᡤⶶ㈨ᩱ᳨⣴ࡢᑐ㇟ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜࡢࢥࣥࢸ
ࣥࢶࢆྵࡵࡓࡇ࡛ࡍࠋࡇࡢ࠾ࡆ࡛ᮏᩥࡀࣄࢵࢺࡍࡿ௳ᩘࡀ㣕㌍ⓗቑ࠼ࡓࡢྠࠊᏛෆ
ࡢ▱ⓗ⏕⏘≀ࡢどㄆᛶࡀ㧗ࡲࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᅗ᭩ࡢ᳨⣴⤖ᯝ Google ࣈࢵࢡࢫࡢ᭩ᙳࢆࣜࣥ
ࢡࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶ≉ᚩ࡛ࡍࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ᳨⣴ධຊ❆ࡢ࡛ࡣከࡃࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀື࠸࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࡍࠋࡑࡢࠊ᪂ TULIPS ࡣࠊ᳨⣴⤖ᯝࢆಶேࢫ࣮࣌ࢫಖᏑ࡛ࡁࡿࠕࢃࡓࡋࡢᮏᲴࠖࡸࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫ୍ぴࢆಶேࡈసᡂ࡛ࡁࡿࠕ࣐ࣜࢫࢺࠖࠊ⏝⪅ࡈ㒊ရࢆ⤌ࡳ᭰࠼ࡽࢀࡿࠕ࢘
ࢪ࢙ࢵࢺ⎔ቃࠖ࡞ࠊಶே⎔ቃࡢᙉࡶຊࢆ࠸ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
4. Web ࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚ࡢ TULIPS
ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ࡣඃࢀ࡚࠸ࡿ TULIPS ࡛ࡍࡀࠊࡔࡽ࠸ࡗ࡚Ꮫ⏕ࡸᩍ⫋ဨࡢ‶㊊ᗘࡀ
㧗࠸࠸࠺ࠊᐇࡣࡑࢀ࡛ࡶ࡞࠸ࡔࢁ࠺᥎

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞ࡐ࡞ࡽᏛ⏕ࡸᩍ⫋ဨࡗ

࡚ࢩࢫࢸ࣒ࡢẚ㍑ᑐ㇟ࡣᏛࡢᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ࡞ࡃࠊGoogle ࡸ Amazon ࡞ࡢᵝࠎ࡞ Web
ࢧ࣮ࣅࢫࡔࡽ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ࣮ࣘࢨࡀ Web ࢧ࣮ࣅࢫࡢⰋࡋᝏࡋࢆุ᩿ࡍࡿせᅉࡣࠊᶵ⬟ࡶࡉࡿ
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ࡇ࡞ࡀࡽࠊぢࡓ┠ࡢࢹࢨࣥࡸ㠃ⓑࡉ࡛࠶ࡿࡇࡀከ࠸ࡢ࡛ࡍࠋᐇ㝿ࠊ࣮࢜ࣉࣥ┤ᚋࠊ᪂ TULIPS
㛵ࡍࡿ Twitter ࡢࡘࡪࡸࡁࢆࡳ࡚࠸ࡓࡽࠊࢇࡀࢹࢨࣥ㛵ࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ࡛ࡋࡓࠋࡶࡕ
ࢁࢇࠊTwitter ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡔࡅ࡛࡚ࢆุ᩿ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࡀࠊ⏝⪅ࡢኌࡢࡦࡘࡋ
࡚ཧ⪃ࡋ࡚ࡼ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࢹࢨࣥࡣࢥࣥࢸࣥࢶࡸᶵ⬟ࡣูࡔ⪃࠼ࡽࢀࡀࡕ࡛ࡍࡀࠊࢩࢫࢸ࣒ࡽࡳ
࡚ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡣ⏝⪅┤᥋ࠊࡘ㛗ࡃ᥋ࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡾࠊࢩࢫࢸ࣒ᑐࡍࡿ༳㇟ࢆỴࡵࡿ
㔜せ࡞㒊ศ࡛ࡍࠋᐇࡣᅇࡢࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࢹࢨࣥࡣࠊࢹࢨࣥࢆຮᙉࡋ࡚࠸ࡿᮏᏛࡢᏛ⏕ࡢ
ຊࢆࡾࡲࡋࡓࠋᙜึᥦࡉࢀࡓᴗ⪅ࡢࢹࢨࣥࡀࡕࡻࡗពἢࢃ࡞࠸ࡶࡢࡔࡗࡓࡽ࡛ࡍࠋ
᭱ึࠊࡑࡢᏛ⏕ࡣ⮬⏤ࢹࢨࣥࡋ࡚ࡋ࠸࠾㢪࠸ࡋࡲࡋࡓࠋࡍࡿࠊ࡞ࡾ࠾ὗⴠ࡞ࡶࡢ
ࡀ࠶ࡀࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡋࡋ㠀ᖖṧᛕ࡞ࡀࡽࠊᐇୖࡢไ⣙ࡼࡾࠊ⌧ᅾࡢࡶࡢ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ᅇࡢ᭦᪂సᴗ࡛ࢧ࣮ࣅࢫࢹࢨࣥࡢ┦㛵ࠊࢫࢣࢵࢳᐇࡢࢠࣕࢵࣉ➼ࠊࢹࢨࣥ㛵ࡋ
࡚ከࡃࡢ▱ぢࡀᚓࡽࢀࡲࡋࡓࠋḟᮇࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣࢹࢨࣥᣦྥࢆࡼࡾᙉࡵࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
5. Ꮫࡢሗࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ࡢ TULIPS
ࡑࢀ࡛ࡣ᭱ᚋࠊᏛࡢሗࢩࢫࢸ࣒࠸࠺㍈ࡽ⪃࠼࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ⟃ἼᏛࡣࠊ⤫୍ㄆ
ドࢩࢫࢸ࣒ࠊTWINS, TRIOS, FAIR ➼ࡢᴗົ⣔ࢩࢫࢸ࣒ࡸᏛィ⟬ᶵࢩࢫࢸ࣒➼ࡢᩍ⫱⣔ࢩࢫࢸ
࣒ຍ࠼ࠊᖺᗘࡢ⿵ṇண⟬࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓ e-࣮ࣛࢽࣥࢢࡸ◊✲⪅࣐ࢵࣉࠊ◊✲ࢩ࣮ࢬ➼ࠊከࡃࡢ
ሗࢩࢫࢸ࣒ࡀື࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ⟃ἼᏛࡣሗ⎔ቃᶵᵓࡢ୰ᮇィ⏬ࡋ࡚ࠊ❧ࡍࡿࡇࢀࡽࡢࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢᩚ⌮ࢆ┠ᣦࡋࠊࡑࡢ➨୍ㄢ㢟ࡋ࡚ᵝࠎ࡞▱ⓗ⏕⏘≀ࢆࠕ▱ࡢ㞟✚ࠖࡋ࡚ᵓᡂࡍࡿ
ࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᏛෆࡢ▱ⓗ⏕⏘≀ࡋ࡚ࡣࠊㄽᩥࠊⴭ᭩ࠊᩍᮦࠊㅮ₇㈨ᩱࠊ≉チ➼ࡀ࠶ࡾࠊ
⌧ᅾࡣࢹ࣮ࢱࡢⓎ⏕※ࠊධຊࡍࡿ㒊⨫ࠊࢡࢭࢫࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡀูࠎ࡛ࡍࠋࡇࢀࡽࢆⴭ⪅ࢆṇ☜
㆑ูࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᴗ⦼ࢆ⥙⨶ⓗᤕᤊࡋࠊᴗ⦼ホ౯ࡸሗබ㛤࡞ᵝࠎ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺
ࡍࡿࡢࡀ࠼ࡽࢀࡓ࣑ࢵࢩ࡛ࣙࣥࡍࠋ
ᅗ᭩㤋ࡣᖹᡂ 17 ᖺᗘࡽᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜ࠸࠺ᅜࣞ࣋ࣝࡢᴗ㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊᏛෆࡢᩍဨ
ࡢㄽᩥ➼ࢆ㞟ࡍࡿດຊࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣ▱ࡢ㞟✚࠸࠺ྡ๓ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥྜ⮴ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡾࠊᏛෆࡽ୰ᚰⓗᙺࢆᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾ㛵ಀ㒊⨫Ⰽࠎ༠㆟ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ
▱ࡢ㞟✚ᴗ࡛㞴ࡋ࠸ࡇࢁࡣࠊࢩࢫࢸ࣒ࡑࢀ⮬య࠸࠺ࡼࡾᴗົࣇ࣮ࣟࡢࡽ࠼᪉ࡢ㒊ศ࡛ࡍࠋ
ᅗ᭩㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛࡢࢧ࣮ࣅࢫ࠸࠺ព㆑࡛ࢆᅇࡏࡿ࠺ࡀ㘽࡛ࡍࠋᅗ᭩
㤋ࡔࡅ࡛㛢ࡌࡓࢩࢫࢸ࣒ࡍࡿࡢࠊᏛయࡢ୍㒊ࡋ࡚⨨ࡅࡿࡢࠊᅗ᭩㤋ࡣࡁ࡞ᒱ
㊰❧ࡓࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
6. ࠾ࢃࡾ
 㟁Ꮚᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭦᪂ 2 ᮇࢃࡓࡗ࡚㛵ࢃࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ࠺ࡲࡃ࠸ࡗࡓࡇࢁࡶ࠶ࡾࡲ
ࡍࡋࠊ࠺ࡲࡃ࠸࡞ࡗࡓࡇࢁࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡋࡋࠊ᭱ప㝈ゝ࠼ࡿࡇࡣࠕࢳࣕࣞࣥࢪࡋ࡚ࡼ
ࡗࡓࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࢳࣕࣞࣥࢪࡋ࡞ࡅࢀࡤఱࡶࢃࡾࡲࡏࢇࡋࠊ㐍Ṍࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ᭱㏆
ぢࡓ CM ࡛࡞ࡿᛮࡗࡓࣇ࣮ࣞࢬࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࠕኻᩋࡋࡓࠊኻᩋࡋࡓࠊࡲࡓኻᩋࡋࡓ͐ࡔ
ࡽᡂຌࡍࡿࠖⓙࡉࢇࡶࡐࡦࢳࣕࣞࣥࢪࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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1

ᐯࠁኰʼί᧻ܢЩࢠὸ
2

ሇඬ ܖٻऴإἳἙỵỴኒ ϱ
 ऴإἳἙỵỴἉἋἘἲЎ
 ჷᜤऴإὉܖίऴܖᧉݦإ፭ὸ
 ẐჷᜤऴإಒᛯẑẐἙỵἊἑἽἻỶἨἻἼẑẐჷỉ౨ඥẑ

ሇඬޓ᧽ܖٻ ᄂᆮႆܴί17࠰ࡇᚨፗὸ
 ሇඬܖٻᩓ܇ἉἋἘἲỉᚨᚘ

ίˁಮሊۀܭՃὸ

 ೞ᧙ἼἯἊἚἼನሰ
 ऴإἼἘἻἉὊᏋίẐჷỉ౨ඥẑᾉՃờᜒࠖὸ

ᩓ܇ἰἊἳὅἚ

૨ᢿᅹܖႾ ܖᘐᛦ௹ܫ


᧽ޓᄂᆮႆܴ ᧻ܢЩࢠ

ᩓ܇ỉႸႎểೞᏡ
3

ܖٻỉૢͳỆếẟềίݙᜭỉộểỜὸὼ٭᪃ẴỦܖٻ
ỆẝẾề൭ỜỤủỦܖٻὼ

ẮủộỂ
4

ᩓ܇ἉἋἘἲỉႸႎ
 ܖ፼ὉᄂᆮỉјྙểឋầɥầỦẮểẇ

2002

2006

• ҥễỦἭὊἲἬὊἊ
• ấჷỤẶểἼὅἁᨼ

• ἼἏὊἋỼὊỾἜỶἈ
• ἯὊἑἽἉἋἘἲ
• ऴإเửࢍᛦ

2010

ᩓ܇ỉᾆếỉೞᏡ
Digital Library Reference Model by DELOS
1. ऴإเửỴὊỽỶἨẴỦẮể
2. ऴإỆࣱ̮᫂ửɨảỦẮể
3. ჷᜤửܱ˳҄ẴỦẮể
4. ἙὊἑửᚐௌẴỦẮể
5. ỴỶἙὅἘỵἘỵửɼࢌẴỦẮể
6. ңᛦẴỦẮểίἅἱἷἝἘỵử˺ỦẮểὸ
7. ൢỀẬỦẮểίМဇᎍỉჷႎᐻԛửفẴẮểὸ

5
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6

• ჷᜤоᡯ
• ἙỵἋỽἢἼἇὊἥἋ
• ὁὅἁἼἕἁỂμ૨ỴἁἍἋ

ሇඬܖٻᩓ܇ἉἋἘἲ

ᾁᾀ࠰ἉἋἘἲίྵἉἋἘἲὸ

7

2010࠰ἉἋἘἲỉݰλኺዾ(1)

˖ဒെ᨞ỆấẬỦἅὅἍἩἚ

2006࠰3உᾉ2006࠰ἉἋἘἲᆙڼ
2006࠰9உᾉỶὅἑἧỹὊἋửἼἝἷὊỴἽ
2006࠰10உ-2007࠰ᾂஉᾉΪᩓ᧓
2007࠰4உᾉ2010࠰ἉἋἘἲỆӼẬề౨᚛ڼ
࠰ உ
࠰Ἁ Ἐ ỆӼẬề౨᚛ڼ

ჷᜤоᡯ
 ἉἋἘἲử̅Ếềܖ፼ẲẆჷႎဃငử᭗ỜỦẇ
 ჷᜤоᡯᢅᆉỉạẼẆỶὅἩἕἚᢿЎί૨ྂλὸẻẬ

ỂễẪ ἩἿἍἋί࣬ᎋὸểỴỸἚἩἕἚίᛯ૨ؓᇿὸᢿЎ
ỂễẪẆἩἿἍἋί࣬ᎋὸểỴỸἚἩἕἚίᛯ૨ؓᇿὸᢿЎẆ
ấầἅἱἕἚẴỦẇ
 ἉὅἩἽὶἁỶἕἁίࢸᡓὸ
 ನửᐯဌỆ٭ảỤủỦẇ

 ᄂᆮႆܴỉἩἿἊỹἁἚểẲề౨᚛ۀՃ˟ửᚨፗ
 ᾀ࠰ẦẬềᜭᛯẲẆ˖ဒểẲềộểỜỦẇ
 ˖ဒ˺ỉႸႎỊϋӳॖểʻࢸỉʩฏ૰

2008࠰3உᾉ˖ဒܦί6உỆWebπὸ

 ỶὅἑἧỹὊἋᇌ

 http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/RD/DL_plan.pdf

 ೞᏡἴἊἷὊἽỆợỦನ

2010࠰ἉἋἘἲ

2010࠰ἉἋἘἲỉݰλኺዾ(2)
12

2008࠰7உᾉऴإؾೞನẦỤỉἤỴἼὅἂ
 ᩓ܇ἉἋἘἲʖምỉምܭί1%ถᶣ4࠰ỊЭ੩ὸ
 Э੩᫇ˌɥถỤẰủễẟợạỆẴỦẇ

2008࠰10உᾉМဇᎍồỉᎥẨӕụᛦ௹
 ྵᘍἉἋἘἲỉჷᙸỉọểếᾉМဇᎍỊٶಮỂẝỦẇ
 ἊἹὊἊỴᅹܖٻỉΨᧈἰỶἶὊ൞ỉᚕᓶ
 ẐỊМဇᎍửࣔủềẟẺẑ->

࣋ࡁႎễМဇᎍᛦ௹

2008࠰11உᾉˁಮሊۀܭՃ˟ᚨፗ

1. ૨ྂồỉុᩉầᢒẟ
1. ૨ྂồஇჺុᩉỂПᢋ
౨ኧử˴ࡇờጮụᡉẴ࣏ᙲầẝỦ
2010ἉἋἘἲ

ПᢋộỂỉἁἼἕἁૠầٶẟ
2006ἉἋἘἲ

ഏɭˊOPAC
ᄂᆮ
ᄂᆮἘὊἰὉᜒ፯
ᜒ፯
૨ྂҥˮỂሥྸ

ܖᘐऴإἯ ἑἽ
ܖᘐऴإἯὊἑἽ
ऴإเồỉకϋ
EJ, DBҥˮỂ౨ኧ

2. દ˺ầቇҥ
દ˺ầᙐᩃ
ỶὅἑἧỹὊἋầफẟ
ἉὅἩἽễỶὅἑἧỹὊἋ

૨ྂሥྸ

ೞ᧙ἼἯἊἚἼ
ἅὅἘὅỉᔛᆢ

ỸỵἊỹἕἚἉἋἘἲ

3. ૨ྂửλẲềኳỪụ
3. ૨ྂሥྸ

λࢸỉỴἧἑἃỴὊầɧҗЎ
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ἙỵἋỽἢἼἇὊἥἋ

̾ʴؾ

ೞ᧙ἼἯἊἚἼ
ίٳܖỉᚡʙὸ

ἧỳἍἕἚ
ἨἻỸἊὅἂ



ೞ᧙ἼἯἊἚἼ
ίܖϋإԓὸ

ἙὊἑἫὊἋ
ɟᚁೞᏡ
ỸỵἊỹἕἚؾ
13

14

ẐഏɭˊOPACẑểẟạӸЭỂႇئ
16

ẐWebἇὊἥἋ২ᘐửဇẟẆಮẉễ˄ь̖͌ửế
ẬẺOPACẑ
˄ь̖͌ỉ̊

ἙỵἋỽἢἼἇὊἥἋỉಒᙲ

15









˴ầẐഏɭˊẑễỉẦ
17

ҮТ˳ۥẆᩓ˳ۥ܇ửɟਙ౨ኧ
ɟഏऴإίμ૨ὸồἼὅἁίGoogle Book Searchὸ
ᘙኡဒሁỉ˄ь
FRBR҄ίᛏἾἅὊἛỉೞᏡႎᙲˑὸ
ụᡂỚ౨ኧẆᢘӳࡇ౨ኧễỄٶ᩿ႎ౨ኧ
ἇἊỹἋἚẆἾἅἳὅἛೞᏡẆSNSࣖݣẆRSSࣖݣ
ඹጀẰủẺỶὅἑἧỹὊἋ

ऴإ౨ኧ ψ ऴإኧ
18

ẮủộỂOPACểỊẐᔺẲềẟỦẑẐҮТ˳ẑỉ
ᛏऴإẆנऴإửᔛᆢẲẺờỉỂẝẾẺẇ



ầɶ࣎
ᩃᛏỊώ˳܇ҥˮίᩓ܇ἊἵὊἜἽỊᛯ૨ҥˮỂ౨ኧὸ

ᔛᆢầЭ੩
ἙὊἑἫὊἋầɟế
ᙐૠ
ஊᨂίርầेỂẨỦὸ
ᨂỆᡈẟίज़ᙾểẲềὸ

eἼἏὊἋỊOPACỂ౨ኧỂẨễẟίỖểỮỄỉOPAC)
ٳᢿỉऴإเỊẐᔺẑỂỊễẟỉỂẆOPACỆ
ӓẰủễẟẇ
ẲẦẲẆМဇỉᚇໜẦỤỊμềḛᔺḜỉ
૰ỆᙸảỦẇ
OPACಒࣞửᏮẲềẟỦ
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DB

DB

DB

DB
Ⴘ
ỉᔺ૰
ίႸὸ
ᩓ܇
ἊἵὊἜ
DB
Ἵ

DB

DB

DB

DB

DB

ἙỵἋỽἢἼἇὊἥἋồỉࢳ
19

ೞᏡỉᢌẟ
20

ἙỵἋỽἢἼἇὊἥἋ



ἇὊἓỺὅἊὅᾉᔛᆢẰủẺऴإίἧἻἕἚễཞ७ὸẦ
ỤλщẰủẺᚕᓶỆࣖݣẲẺऴإửӕụЈẴ২ᘐ

ഏɭˊOPACửԃớૼẲẟಒࣞ
ẐẴẑẦỤẐႆᙸẑồ

ἙỵἋỽἢἼἇὊἥἋᾉီᆔỉऴإเẦỤႆᙸẲở
ẴẟợạỆẆἇ ἓ ὅἊὅẆਖ਼ᕟἉἋἘἲẆἧỳἍἕ
ẴẟợạỆẆἇὊἓỺὅἊὅẆਖ਼ᕟἉἋἘἲẆἧỳἍἕ
ἚễỄửኵỚӳỪẶẺ২ᘐỉዮᆅẇ
Ẵᾉ౨ኧὉኧẴỦẇɼ˳Ịೞ
ႆᙸẴỦᾉႆᙸẲởẴẟợạỆẴỦẇɼ˳Ịʴ
ỽἾὅἚỴỸỹỴἋ

ẐẴẑểẐႆᙸẴỦẑỉᢌẟ
ẐẴẑểẐႆᙸẴỦẑỉᢌẟẇ
 ౨ኧίẴὸẻẬỂỊႆᙸỂẨễẟẇ
 ಮẉễ૾ඥỂẐᙸếẦỦẑợạỆẲễẟểẟẬễẟẇ
 ̊ảịẆऴإเửếễậẺụẆਖ਼ᕟẲẺụẴỦẇ
 ẮẾẼỉᢊẦỤỊᙸếẦỤễẟầẆẝẾẼỉᢊẦỤ

 http://current.ndl.go.jp/node/21278

ễỤᙸếẦỦẇ

 http://current.ndl.go.jp/ca1772

ʖምਜ਼ፗỆấẟềᎋảỦỔẨໜ
22

21

ʖምửਜ਼ፗẴỦ̖͌ầẝỦẦᾎ
ʖምỊẟẪỤ࣏ᙲễỉẦᾎ
Ẹỉ᫇ỆӳྸࣱỊẝỦẦᾎ
ˌɦỉᚇໜẦỤഏᛟଢ

2014࠰ἉἋἘἲỆӼẬề

 Ⴘႎ
 ೞᏡ
 ࣏ᙲࣱ
 ᙌԼཞඞ
 ܖϋἉἋἘἲểỉ᧙̞

࣏ᙲࣱ
23

ᙌԼểݰλཞඞ
24

МဇᎍỊἙỵἋỽἢἼἇὊἥἋửஓỮỂẟỦỉẦᾎ
ίМဇᎍỉ٣ὸ
 ᐯЎầ൭ỜỦ૰ầỄỉἙὊἑἫὊἋỂ౨ኧỂẨỦẦ

ỪẦỤễẟẇ
 ἙὊἑἫὊἋửᙐૠ౨ኧẲễẟểዡ፠ႎễ૨ྂᛦ௹ầ
Ἑ
ửᙐૠ౨ኧ ễ
ዡ
ễ ྂ ௹ầ
ỂẨễẟẇẲẦẲẆɟếɟế౨ኧẴỦỉỊ٭ٻẇɟࡇỉ
౨ኧỂኽௐầᙸỤủủịợẟỉỆẇ
 OPACỂᛦỔẺỆ౨ኧỂẨễẦẾẺἑỶἚἽầẆᩓ܇
ἊἵὊἜἽἼἋἚỆẝẾẺụẆẸỉᡞỉἣἑὊὅầẝẾẺ
ụẴỦẇỄẼỤầദẲẟỉẦᾎ
 ᩓ܇ἊἵὊἜἽởᩓ܇Ἠἕἁởೞ᧙ἼἯἊἚἼầ౨ኧỂ
ẨỦỉỊợẟầẆờẾể࠼ẟርộỂ౨ኧỂẨễẟẦẇ

ʋ߸ܖٻᾉỼὊἩὅἏὊἋỂನሰ



ἿἓỹἋἑὊܖٻỉExtensible Catalog (2009) Ἴὅἁ
Serials Solutions Summon (2011) Ἴὅἁ

ሇඬܖٻᾉϋἫὅἒὊỆợỦႆ


RICOH
CO LIMEDIO
M O ((2010)
0 0) Ἴὅἁ

অࣖ፯ܖٻؽᾉෙٳᙌԼỉݰλ


Ex Libris Primo (2010) Ἴὅἁ

ᇌԡܖٻᾉෙٳᙌԼỉݰλ


EBSCO Discovery Service (2012) Ἴὅἁ

˹ܖٻᾉෙٳᙌԼỉݰλ


Serials Solutions Summon (2010) Ἴὅἁ

http://current.ndl.go.jp/node/21278
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ἙỵἋỽἢἼἇὊἥἋỉᛢ᫆

ჷᜤऴܖإỉἧἾὊἲ

25

ἙỵἋỽἢἼἇὊἥἋỉἊἾὅἰ

ჷᜤऴܖإỉݣᝋᾉᚡửʼẲẺჷᜤσஊྵᝋ

 ౨ኧݣᝋỉᚨܭίႸẆᩓ܇ἊἵὊἜἽẆDBὸ
 ụᡂỚỆấẬỦἧỳἍἕἚỉᚨܭ
 ౨ኧኽௐỉᘙᅆίᢘӳẆἑỶἚἽὸ
 ૨ྂồПᢋẴỦ

ወӳ౨ኧẴủịợẟểẟạờỉỂỊễẟẇPORTA
ỶὅἑἧỹὊἋἙἈỶὅ

ჷᜤᆰ᧓
ίʴầਤếჷᜤὸ
ᅈ˟ႎỆoccurrentễཞ७

ऴإᢅᆉ
ίႻʝ˺ဇὸ

ऴإเᆰ᧓
ίᚡẰủẺჷᜤὸ
ᅈ˟ႎỆdisposionalễཞ७

 ỶὅἑἧỹὊἋỉἳἕἍὊἊࣱửॖᜤẴỦẇ
 ỄạẟạἇὊἥἋầẝỦỉẦɟႸỂỪẦỦẮểẇ
 ˴ửẴỦἇὊἥἋễỉẦᛟଢễẲỂỪẦỦẮể

ộểỜᾉʻࢸỆӼẬề
27

ἙỵἋỽἢἼἇὊἥἋỊἉἋἘἲẻẬỂỊễẟẇ
ỉҮТ˳ỉ૰ửԃỜềẐႆᙸẴỦẑ
ἾἧỳἾὅἋἇὊἥἋểỉᡲઃễỄ

μ˳ỂἙỵἋỽἢἼἇ ἥἋửᘍạ
μ˳ỂἙỵἋỽἢἼἇὊἥἋửᘍạẇ
ഏɭˊỉἇὊἥἋ
 ʴểἅὅἦἷὊἑỉңᛦᾉՃể૰ίऴإเὸ

ểἉἋἘἲầɟ˳ỆễỦἇὊἥἋẇ
 ỊᧈẴỦẐஊೞ˳ẑᾌʴὺ૰ὺἉἋἘἲ

ܖ፼Ệếẟềᛇኬ҄ẴỦẇ
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大学図書館職員の新たな役割
（講義要旨）
竹内 比呂也
（千葉大学文学部教授，附属図書館長，アカデミック・リンク・センター長）

 大学図書館を取り巻く環境は大変に厳しいものになりつつある。例えば「現在，我が国の大
学図書館は，大学を取り巻く社会の高度情報化の中で，大学における教育目的の多様化と研究
活動に対する社会的要請の変化と高度化に対するため，その機能を拡充し，高機能化，効率化
を図る必要に迫られている。また，大学全体の管理運営費が削減される状況の中で，人件費も
含めた大学図書館運営費も例外ではなく，非常に厳しい状況にある」と科学技術・学術審議会
の作業部会１）においても指摘されている。また国立大学における「市場化テスト」の波は大学
図書館に及び，国立大学においても全面委託によって運営される図書館が出現した。言うまで
もなく私立大学図書館における図書館業務全面委託化は今や特別なものではなくなりつつある。
「支援」しかしない職種は大学にとって必要不可欠なものとは見なされない時代が到来しつつ
あるといってよいであろう。
 河西は「
『情報化に対応しない図書館』や『学習に役立つ図書館』を明示的に指向しない大学
図書館は，大学にとって単なる巨大書庫という不良債権になりかねない」２）と記し，コレクシ
ョンがあるというだけでは図書館の意義はもはや全くないことを示している。
 このような大学図書館に対する見解は，別に日本においてのみ見られる訳ではない。米国で
長年大学運営に関わってきた David Schulenburger は「大学のなかで『場所としての図書館が
必要である』と言っているのは図書館員くらいのものである」と 2009 年 3 月に著者に語って
いる。またカリフォルニア大学の石松は 「アメリカの大学では，ライブラリアンという職種が
絶滅しようとしている」３）と述べており，これまで日本の多くの図書館関係者が理想としてき
た，米国の大学図書館，あるいは図書館員のシステムに「黄昏」が訪れているように思われる。
 これらの言説は，すでに確立された組織あるいは職種と考えられていたものであっても時代
の変化によってその存在意義が問われなおされることがあるというごく当たり前の現象が，図
書館あるいは図書館員にも押し寄せているということを示しているにすぎない。しかしながら
ここで留意しなければならないのは，記録された知識を，時代を超えて保存し，利用可能にす
るという図書館の普遍的かつ本質的な機能やそれを支える図書館員的な機能が不要になってい
るということではないという点である。今日，このような機能は，情報通信技術の持つ利便性
の陰に隠れて不当に軽視されているようにも思われる。そのような状況にあって本質を守って
いくためには，単にその機能の意義，あるいは普遍性を述べるだけではなく，時代の変化に合
わせて外見を変えながらも本質を維持するしたたかさが求められる。大学図書館あるいは大学
図書館員にとっては，現代の大学あるいは高等教育にとって必要な機能を提供しなければその
存在意義を主張することはできない。
「時代に即した新しい機能を開拓しつつ，その普遍的な機
能を維持し続ける」ことが重要である。
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 この講義では，このような背景を理解した上で，以下のような観点から大学図書館員の問題
を論じることを試みる。
１．大学図書館員には何がもとめられているのか
 国立大学でも図書館は市場化テストにさらされようとしているが、そのような環境のもとで
の大学図書館職員には何がもとめられているのか。またアウトソーシングは、大学図書館（員）
に何をもたらそうとしているのか。もし、大学図書館の将来が教育機能にあるとしたら、アウ
トソーシングの先に見えてくるのはなにか。
真の専門職への道か、
それとも大学崩壊への道か。
２．主題専門職的大学図書館員は万能か
 戦後日本の高等教育改革においては、
アメリカがモデルとしてさまざまな変革がなされたが、
日本の大学図書館員については、それが実現してはいない。また同時に、アメリカ型の図書館
員養成を理想と考える人は多い。教育機能を強化した大学図書館を考えた場合、あるいは今日
のような情報通信技術に依存する図書館を考えた場合、図書館員を構成するのは、アメリカ型
の専門職図書館員＝主題専門職だけでよいのか。またアメリカ型の図書館員養成／職員モデル
は真にグルーバル・スタンダードと言えるのであろうか。
３．パブリックサービスとテクニカルサービスという組織は今日の大学図書館にふさわしいの
か
 多くの大学図書館で、パブリックサービスとテクニカルサービスという観点から組織の構築
が行われているが、これはこれからの大学図書館の役割の実現、あるいは新しい役割を担おう
としている大学図書館員を組織する形態として相応しいものと言えるのか。もし相応しくない
のであれば、どのような組織形態が望ましいのか。
４．
「図書館員の変革はすなわち図書館の変革である」という意識の下で図書館（員）はどのよ
うに変わるべきであるのか
 大学図書館員と教育の接点は、これまでは「情報リテラシー教育」にあったが、情報リテラ
シー教育はまだ必要なのであろうか。その場合図書館員は「教員」にならなくてよいのだろう
か。
５．
「ラーニング・コモンズ」を超えて大学図書館員ができること
 教育機能の強化といえば、多くの関係者がアメリカで多く見られる「ラーニング・コモンズ」
を思い浮かべるであろう。しかし、
「ラーニング・コモンズ」は単なる「コモンズ」
（共有地）
なのだろうか。情報通信機器を配置し、アクティブ・ラーニングのための空間を整備すること
は「ラーニング・コモンズ」の第１歩ではあるが、それが目的なのではないはずである。その
ことが本当に理解されているであろうか。
「ラーニング・コモンズ」を外面だけを借りてきたも
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のではなくするには何が必要なのか。そこで図書館職員は何をすべきなのか。
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ᚑ᮶䛾䝰䝕䝹䛿᭷ຠ䛷䛒䜛䜘䛖䛻ᛮ䜟䜜䜛䛜䚸᪂䛯䛺
䜰䝥䝻䞊䝏䛜ᚲせ䚹䛭䜒䛭䜒䚸䛣䛾䝰䝕䝹䛻䛒䛶䛿䜎
䜛䜘䛖䛺䝃䞊䝡䝇䛰䛡䛷䜘䛔䛾䛛䛸䛔䛖ၥ㢟䚹

⏝⪅
㠀Ⴀⓗ㛵ಀ

Ⴀⓗ㛵ಀ

14

15

Ꮫ⏕䛿‶㊊䛧䛶䛔䜛䛛䠛

Source:䛂༓ⴥᏛ䛾ᩍ⫱䞉◊✲䛻ᑐ䛩䜛ព㆑䞉‶㊊ᗘ
ㄪᰝሗ࿌᭩䛃(ᖹᡂ19ᖺ9᭶)䜘䜚ᖹᡂ18ᖺᗘ༞ᴗ⏕ㄪᰝ
17
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16

Ꮫ⏕䛿ᅾᏛ୰䛻䝇䜻䝹䜢㌟䛻䛴䛡䛶䛔䜛䛛䠛

Source:䛂༓ⴥᏛ䛾ᩍ⫱䞉◊✲䛃䛻ᑐ䛩䜛ព㆑䞉‶㊊ᗘ
ㄪᰝሗ࿌᭩(ᖹᡂ19ᖺ9᭶)䜘䜚ᖹᡂ18ᖺᗘ༞ᴗ⏕ㄪᰝ
18

䛣䛾⤖ᯝ䛛䜙ぢ䜛䛸

Ꮫ⩦䜢䝃䝫䞊䝖䛩䜛ᅗ᭩㤋

• ᅗ᭩㤋䛿䛜䜣䜀䛳䛶䛝䛯䛾䛿ᐇ
• ᅗ᭩㤋䛻䛿‶䛜䛺䛔䛸ゝ䛔䛺䛜䜙䚸䛂⮬⏤
䛻䛘䜛Ꮫ⩦䝇䝨䞊䝇䛃䛻‶䛜ከ䛔䛾䛿䛹
䛖⪃䛘䜜䜀䜘䛔䛾䛛䠛
• ሗ䝸䝔䝷䝅䞊⬟ຊ䛾ᾰ㣴䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙ぢ
䜜䜀䚸䛂ᩥ❶సᡂ⬟ຊ䛃䛂ሗᶵჾά⏝⬟ຊ䛃
䛺䛹䛜ᚋ䛾ㄢ㢟䛷䛒䜛䛣䛸䛜䜟䛛䜛

• Ꮫ⩦䛾䝃䝫䞊䝖䛿䛣䜜䜎䛷䜒⾜䜟䜜䛶䛣䛺
䛛䛳䛯ヂ䛷䛿䛺䛔
– 1960ᖺ௦䛾ᓊᮏᨵ㠉䠄ᮾிᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋䠅
– 䝺䝣䜯䝺䞁䝇䝹䞊䝮䛾タ⨨
– ᣦᐃ᭩䛾ᙉ

䛣䜜䜙䛿ᡂຌ䛧䛯䛸ゝ䛘䜛䛾䛰䜝䛖䛛䠛ከศゝ䛘䛺䛔䚹䛺䛬䛛䠛

19

20

༓ⴥᏛ䛷䛿䚸䚸䚸
• 䝸䜶䝌䞁䞉䝷䜲䝤䝷䝸䜰䞁䞉䝥䝻䝆䜵䜽䝖
䛂ᤵᴗ㈨ᩱ䝘䝡䛃䠄䝟䝇䝣䜯䜲䞁䝎䞊䠅
ᅗ᭩㤋㈨ᩱ䛸ᤵᴗ䜢⤖䜃䛴䛡䜛
ᬑ㐢䝁䜰⛉┠䜢୰ᚰ䛻73⛉┠䠄2011ᖺᗘ䠅

• ⥲ྜ䝯䝕䜱䜰䝩䞊䝹䠄௬⛠䠅ᵓ(1990ᖺ௦ᮎ䠅

䛭䛾䠏 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱

䛂䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝸䞁䜽䛃䛸䛔䛖ᛮ

ᅗ᭩㤋㈨※䛸䝁䞁䝢䝳䞊䝍㈨※䛾䜘䜚ᐦ᥋䛺㐃ᦠ
䊻䛣䜜䛿䛩䛷䛻䛒䜎䜚ព䜢ᣢ䛯䛺䛔䠛

21

22

䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝸䞁䜽䛻䜘䜛༓ⴥᏛ䛾ᩍ⫱ᨵ㠉

Ꮫ⏕䜢୰ᚰ䛻䜏䛯䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝸䞁䜽䛾䜲䝯䞊䝆

┠ⓗ䠖䛂⪃䛘䜛Ꮫ⏕䛾㐀䛃
䛂⏕ᾭᏛ䜃⥆䛡䜛ᇶ♏ⓗ䛺⬟ຊ䛃䛂▱㆑ά⏝⬟ຊ䛃䜢ᣢ䛴Ꮫ⏕䛾⫱ᡂ

ᩍᮦ䞉
ᩍ⛉᭩
䛾㟁Ꮚ


ᑐ㠃ᆺㅮ⩏
䜸䝣䜱䝇
䜰䝽䞊
䠜AL

䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝸䞁䜽
䛂Ꮫ⩦䛸䝁䞁䝔䞁䝒䛾㏆᥋䛃䛻䜘䜛⬟ືⓗᏛ⩦䛾ᐇ⌧
䝁䞁䝔䞁䝒ά⏝䛾㔜
䝁䞁䝔䞁䝒ᵓ⠏䞉ᥦ౪䚸ሗᇶ┙䚸ேⓗᨭ䚸Ꮫ⏕䛾䝙䞊䝈䛻
ᤵᴗ䛸䛾㛵㐃䛾㔜
㐺䛧䛯Ꮫ⩦✵㛫䛾⤫ྜ䞉㐃ᦠ䛻䜘䜛Ꮫ⩦䞉ᩍ⫱䛾㠉᪂ ど
ど

ಶูⓗ
ሗ䝸
䝔䝷
䝅䞊ᩍ
⫱

䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁
䜾䞉䝇䝨䞊䝇
䝁䞁䝔䞁䝒䞉䝷䝪

Ꮫ⏕䛻
䜘䜛Ꮫ
⩦ᨭ

䝔䜱䞊䝏䞁䜾䞉䝝䝤

༓ⴥᏛ୰ᮇ┠ᶆ䞉ィ⏬䠘ᩍ⫱᪉ἲᨵၿ䜈䛾ྲྀ⤌䚸䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䛾㔜ど䠚

Ꮫ䛻ᑐ䛩䜛♫ⓗせㄳ
䕿▱㆑ᇶ┙♫䚸Ꮫ⩦♫䛻䛚䛡䜛ᕷẸ䛾⫱ᡂ
䕿㧗➼ᩍ⫱䛾䜾䝻䞊䝞䝹䛾୰䛷䛾㉁䛾⥔ᣢ䞉ྥୖ
䕿⫋ᴗே䛸䛧䛶䛾ᇶ♏⬟ຊ䚸㐀ⓗேᮦ䛾⫱ᡂ
䛂Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛶䛃䠄ᖹᡂ20ᖺ12᭶24᪥䚸୰ᩍᑂ⟅⏦䠅

Ꮫ⏕䛾䝙䞊䝈
䕿⮬⏤䛻䛘䜛Ꮫ⩦䝇䝨䞊䝇
䕿ᩥ❶సᡂຊ䚸䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁⬟ຊ䚸ၥ㢟ゎỴ⬟ຊ
23
䕿ⱥㄒ䛻䜘䜛䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ

䝊䝭䝘䞊䝹

Ꮫ⩦

ື⏬ᩍ
ᮦ䚸ᤵ
ᴗᫎീ

ᤵᴗ䛾
䝁䞁䝔䞁䝒
㟁Ꮚ
䝆䝱䞊䝘
䝹䞉eͲ
books

䝁䞁䝔䞁䝒ㄡ䛷䜒

ሙᡤ䛸䛧䛶䛾䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝸䞁䜽

ఏ⤫ⓗ
ᅗ᭩㤋
ⶶ᭩

CURAT
OR䠄ᶵ㛵

䛘䜛
Webୖ
䛾㈨※

䝸䝫䝆䝖
䝸䠅

Ꮫෆእ䛷⏕⏘
䛥䜜䜛◊✲ᡂᯝ

ከᵝ䛺䝙䞊䝈䛻ᑐᛂ䛩䜛ᛌ㐺䞉Ᏻ䛺Ꮫ⩦✵㛫䠇䝁䞁䝔䞁䝒䠇ேⓗᏛ⩦ᨭ
24

䛂༓ⴥᏛ䛾ᩍ⫱䡡◊✲䛻ᑐ䛩䜛ព㆑䡡‶㊊ᗘㄪᰝሗ࿌᭩䛃䠄ᖹᡂ21ᖺᗘ䠅
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Ꮫෆ㛵㐃⤌⧊
䝷䞊䝙䞁䜾䞉䝬䝛䞊䝆
䝯䞁䝖䞉䝅䝇䝔䝮
㐃ᦠ

FD/SD
㐃ᦠ
䛂Ꮫ⩦
ຊ䛃䞉䛂ᩍ
⫱ຊ䛃ྥ
ୖ

䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊
䝙䞁䜾䞉䝇䝨䞊䝇

䝁䞁䝔䞁䝒䛾ᥦ౪

ேⓗ䝃䝫䞊䝖䛾ᥦ౪

䝔䜱䞊䝏䞁䜾䞉䝝
䝤

䝁䞁䝔䞁䝒䞉䝷䝪

㐃ᦠ

䜸䞁䝷䜲
䞁䞉䜽䝷䝇
䝹䞊䝮

䝔䜱䞊䝏䞁
䜾䞉䝝䝤

ሗ⏝
⾜ືᐃⅬ
ほ
䝕䝆䝍䝹䞉
䝁䞊䝇
䝟䝑䜽ᵓ
⠏

䝺䜺䝅䞊䞉
䝁䞁䝔䞁䝒
⏕

䛂ཧຍ䛩䜛
Ꮫ⩦䛃䠄SA
㣴ᡂ䠅

ㄆド

䛂᪂䛧䛔ᅗ
᭩㤋ဨ䛃

䜰䜽䝔䜱䝤䞉
䝷䞊䝙䞁䜾䞉
䝇䝨䞊䝇

䝁䞁䝔䞁䝒䞉
䝷䝪

ᤵᴗ䛾䝁䞁䝔䞁䝒
◊✲㛤Ⓨ㒊㛛
25

䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾᥎㐍㒊㛛
䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝸䞁䜽䞉䝉䞁䝍䞊

26

䛂᪂䛧䛔䛃
ᅗ᭩㤋ဨ

䛭䛾䠐 䛥䛥䜔䛛䛺ᮏㄽ䛸䜎䛸䜑
ᩍဨ

⎔ቃ䞉䝒䞊䝹䞉䝁䞁䝔䞁䝒

Student
Assistant

Ꮫᅗ᭩㤋ဨ䛜䛣䜜䛛䜙ᙉㄪ䛩䜉
䛝᪂䛯䛺ᙺ
27

28

䛂◊✲䛃䛸䛾㛵䜟䜚

Ꮫ⩦䝃䝫䞊䝖䛾᪉ྥᛶ
• 䛂Ꮫ⏕䛻ᮃ䜎䜜䜛Ꮫ⩦䝃䝫䞊䝖䛃䛿䛹䛾䜘䛖䛺᪉ྥ䛻
䛒䜛䛾䛛䠛䊻Ꮫ⩦䛭䛾䜒䛾䜈䛾㛵
• ᤵᴗ䛸䛾ᐦ᥋䛺㐃ᦠ

• 䛂ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸䛃䛸䛂◊✲ホ౯䚸ศᯒ䛃䛜ṧ䜛䚹

• 䛂୍ᑐከ䛃䛷䛿䛺䛟䛂୍ᑐ୍䛃䛻䛺䜛䜘䛖䛺䝃䞊䝡䝇䛾
ᥦ౪

• 䛔䛪䜜䜒䛂ᅗ᭩㤋䛻䛧䛛䛺䛔ሗ䛃䜢䛂ᅗ᭩㤋ሗᏛ䛾
䝇䜻䝹䛃䛻䜘䛳䛶ฎ⌮䛩䜛䜒䛾
• EͲResearch䛻㋃䜏㎸䜑䜛䛛䠛

• 䋻◊✲ᡂᯝⓎಙ䛾䛯䜑䛾䛂ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸䛃
• 䋻◊✲ᡂᯝホ౯䛾䛯䜑䛾䛂◊✲ホ౯䞉ศᯒ䛃

– 䛂ᤵᴗ㈨ᩱ䝘䝡䛃䠄༓ⴥᏛ䠅䠖ᤵᴗ༢䛾䝟䝇䝣䜯䜲䞁䝎䞊䛾సᡂ䚸ᩍဨ䛸ᅗ
᭩㤋䛾㐃ᦠ䛾ᇶ䛵䛟䜒䛾䚹

– 䛘䜀䚸䝺䝫䞊䝖ᇳ➹䜢ᨭ䛩䜛䝷䜲䝔䜱䞁䜾䞉䝉䞁䝍䞊
– 䛣䜜䜙䛾๓ᥦ䛸䛧䛶䚸ᅗ᭩㤋ဨ䛿༏ྡ䛷䛒䛳䛶䛿䛔䛡䛺䛔䛾䛷䛿䛺
䛔䛛䠛
– 䜹䜴䞁䝍䞊䛾୰䛻䛸䛹䜎䛳䛶䛔䛶䛿䛔䛡䛺䛔䚹

29
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30

䛂㈨ᩱᥦ౪䠋⏝ᙧែ䛃䛻ᇶ䛵䛟
䝃䞊䝡䝇㢮ᆺ䛛䜙䛾⬺༷䛾ᚲせᛶ

㐠Ⴀ⤌⧊䛾⪃䛘᪉
䝔䜽䝙䜹䝹䝃䞊䝡䝇

• 䝔䜽䝙䜹䝹䞉䝃䞊䝡䝇䠋䝟䝤䝸䝑䜽䞉䝃䞊䝡䝇䛷
䛿ຠ⋡ⓗ䛺䝃䞊䝡䝇ᒎ㛤䛿ྍ⬟
– ⏝⪅䛾䝍䜲䝥䛸䝙䞊䝈䛻䜘䜛㢮ᆺ䛧䛛䛷䛝䛺
䜛䛺䜛䛰䜝䛖䚹
• ◊✲⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ᴗົ
• Ꮫ⏕䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ᴗົ
• 䛭䜜௨እ䛻⤌⧊䛸䛧䛶䛾ᅗ᭩㤋䛾⟶⌮ᴗົ

ሗ⟶⌮ㄢ
Ꮫ⾡ሗㄢ
Ꮫ
⩦
ά
ື

◊
✲
ά
ື

Ꮫ⾡ሗ䝬
䝛䞊䝆䝯䞁䝖
䜢୰ᚰ䛸䛩䜛
άື

Ꮫ⩦
䝃䝫䞊䝖䜢୰
ᚰ䛸䛩䜛άື
ሗ䝃䞊䝡䝇
ㄢ

31

䝟䝤䝸䝑䜽䝃䞊䝡䝇

⤌⧊䛾ᙧែ

䛥䛶䚸ᙜ㠃䛾ㄢ㢟

• 䛂ᑓ㛛⫋䛃⤌⧊䛿ᮏ㉁ⓗ䛻䝣䝷䝑䝖䛷䛺䛡䜜䜀
䛺䜙䛺䛔䚹
• ⤌⧊⟶⌮ᴗົ䛿ᮏ㉁ⓗ䛻䝣䝷䝑䝖䛷䛿䛷䛝䛺
䛔䚹
• ᚑ᮶䛾Ꮫ⤌⧊䛸䛾ᩚྜᛶ䛿䠛

• 䛣䜜䜎䛷䜔䛳䛶䛝䛯ᴗົ䛿ᙜ㠃ṧ䜛䛸⪃䛘䛦
䜛䜢ᚓ䛺䛔䠄ඛ⣽䜚䛸䛿䛔䛘䠅
• ᚋ䛾Ⓨᒎྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛᪂䛧䛔䛿䛹䜣
䛹䜣ฟ䛶䛝䛶䛔䜛
• 䝬䞁䝟䝽䞊䛿㝈䜙䜜䛶䛔䜛

32

– 䛂ᑓ㛛⫋䛃㒊㛛䛿㝈䜚䛺䛟ᩍဨ⤌⧊䛸㏆䛟䛺䜛

䋻 䝥䝷䜲䜸䝸䝔䜱䛻ᇶ䛵䛟䛾㑅ู䛧䛛䛺䛔
33

䛸䜚䛒䛘䛪䛾䜎䛸䜑

34

ேⓗᏛ⩦ᨭ䛾⪃䛘᪉

• ᅗ᭩㤋䛷⾜䜟䜜䜛ேⓗᨭ䛾୰ᚰ䛿Ꮫ⏕䛾
⬟ືⓗᏛ⩦䠄䛒䜛䛔䛿Ꮫ⏕䛾䝸䝃䞊䝏䠅䛾䝃
䝫䞊䝖䛷䛒䜛
• ༢䛺䜛⏝ᣦᑟ䜢㉸䛘䛶䚸䝷䜲䝔䜱䞁䜾䝉䞁䝍䞊ᶵ⬟䛻
䜘䜛䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝷䜲䝔䜱䞁䜾䛾ᣦᑟ䊻ᅗ᭩㤋ဨ䛾ᩍ
ဨ
• 䛂䛤⏝⪺䛝䝷䜲䝤䝷䝸䜰䞁䛃䛻䜘䜛ከᵝ䛺ᨭ
• 䝸䜶䝌䞁䞉䝷䜲䝤䝷䝸䜰䞁䠄ᩍဨ䛸䛾㐃ᦠ䛾ᙉ䠅
• ከᵝ䛺ேᮦ䛾䛸䜚䜎䛸䜑
• Ꮫ⩦⏝䝁䞁䝔䞁䝒䛾ᵓ⠏䠙䝷䜲䝉䞁䝇ฎ⌮䜢ྵ䜐
35

• Ꮫ䛻䛚䛔䛶Ꮫ⩦䜢䝃䝫䞊䝖䛩䜛ேᮦ䛿ᅗ
᭩㤋ဨ䛰䛡䛷䛿䛺䛔
– Ꮫ⏕䠄TA,SA䠙䝢䜰䞉䝃䝫䞊䝖䠅
– ᩍဨ
– ఏ⤫ⓗ䛺ព䛷䛾ᅗ᭩㤋ဨ䛸䛿␗䛺䜛䝇䜻䝹䜢
ᣢ䛴⫋ဨ

ከᵝ䛺ேᮦ䛜ΰᅾ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶᪂䛧䛔ᅗ᭩㤋
䛿䛨䜑䛶ᶵ⬟䛩䜛
36
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librarianship䛾䝁䜰䞉䝁䞁䝢䝍䞁䝇
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14

利用者の情報行動
筑波大学図書館情報メディア系 教授
筑波大学附属図書館研究開発室 室員

筑波大学知的コミュニティ基盤研究センター 研究員
国立情報学研究所 客員教授
逸村裕
1.利用者の情報行動の変容
(1)社会の変化
(2)情報技術の進展
図書館における情報技術とは何？
司書資格における「図書館情報技術論」
図書館業務に必要な基礎的な情報技術を修得するために、コンピュータ等の基礎、図書館
業務システム、データベース、検索エンジン、電子資料、コンピュータシステム等につい
て解説し、必要に応じて演習を行う。


(3)学生とソーシャルメディア
 Twitter
Ustream
ビブリオバトル
(4)大学一年生の自己評価
 情報探索に関する根拠なき自信
 レポートを書くことへの不安 1)
 フリーライダー
2.デジタルネイティブとデジタルイミグラント
(1)デジタルネイティブ
 A digital native is a person for whom digital technologies already existed when they
were born, and hence has grown up with digital technology such as computers, the
Internet, mobile phones and MP3s.
 現在の学生は物心ついた時からインターネット、携帯電話、動画、電子情報源を用いた
環境にいる、いわゆるデジタルネイティブである。
(2)デジタルイミグラント（移民）
A digital immigrant is an individual who grew up without digital technology and
adopted it later.
 成長してから、デジタル技術に習熟したものをデジタルイミグラントと呼ぶことがある。
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 ソーシャルメディアや Twitter、Ustream と次々に現れる情報通信技術を使いこなす若
者を世代論と結びつけて多様な呼び名が存在する 2)
(3)デジタルネイティブの特性
a.PC リテラシーは高い
b.書くのには PC が便利
c.インターネット＝PC である
d.ノート PC は画面が小さくて不便
e.テレビを話題にしなくなった
f.動画とは見るもの
図書館とは
マイクロ資料/書評/新聞縮刷版・・・
3.学術コミュニケーションにおける情報行動の変容
a.研究者
b.電子ジャーナルのインパクトそして
c.若手研究者の情報行動は近未来を変える？
d.学術コミュニケーションにもたらされた新技術
 ITC に馴染んだ「2000 年世代」 が学術世界の様相を変える?
In all fields, many young scholars, and particularly graduate students, are especially
leery of putting ideas and data out too soon for fear of theft and/or misinterpretation.
Given these findings, we caution against assumptions that “millennials” will change
the social landscape of scholarship by virtue of their facility with cell phones and social
networking sites. There is ample evidence that, once initiated into the profession,
newer scholars—be they graduate students, postdoctoral scholars, or assistant
professors—adopt the behaviors, norms, and recommendations of their mentors in order
to advance their careers. Of course, teenagers eventually develop into adults. Moreover,
given the complex motivations involved in sharing scholarly work and the importance
of peer review as a quality and noise filter, we think it premature to assume that Web
2.0 platforms geared toward early public exposure of research ideas or data are going
to spread among scholars in the most competitive institutions. These platforms may,
however, become populated with materials, such as protocols or primary data, that
established scholars want to disseminate in some formal way but without undergoing
unnecessary and lengthy peer review. It is also possible, based on our scan of a variety
of “open peer-review” websites, that scholars in less competitive institutions
(including internationally), who may experience more difficulty finding a high-stature
publisher for their work, will embrace these publication outlets. 3)
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4.筑波大学情報学群知識情報・図書館学類での実験
(1)学生動向４－８)
 簡便に！素早く！
a.教科「情報」
 タイピング
Word

Excel

Power point

メディアリテラシー Web ブラウザ ネット犯罪

サーチエンジンメール HTML 情報セキュリティ
情報倫理 著作権 プログラミング
b.ウィキペディア
 情報のゲートウェイ
全員が知っている
  知らないものを調べる
  小説やドラマの設定を調べる
 
c.Digital natives？
 携帯電話 スマートフォン
 ブログ
 mixi
 Twitter
 Facebook
(2)ログ分析とアイトラッカーによる実験結果
a.Google/Yahoo の使用
b.PC と携帯の利用
c.図書館での課題実験

(3)図書館利用データ
5.図書館サービスはどう変わっていくのか？
(1)図書館サービスの在り方
 e-learning、機関リポジトリ、情報リテラシ、データ
(2)OPAC の在り方
(3)教育学習との協同
カリキュラムとの連動
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(4)学生の意見を聴く
(5)ラーニングコモンズ
Learning Commons will be a gateway to the full spectrum of information services,
both print and electronic; a showplace for faculty innovation and for new information
technology; a place on the campus for reflection and communication, and an inviting
and inspiring space for reading, research, and learning. 9)
(6)図書館員
6．まとめ
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15 ■大学図書館の学習支援
同志社大学企画課
                                   井 上 真 琴

１．教育から学習支援へ
1.1 なぜ学習支援に参画するのか
 現在、日本の高等教育は「教育」から「学習支援」へとそのコンセプトを移しつつある。
 インターネットの隆盛に象徴される高度情報化社会・知識基盤社会においては、伝統的な授業
形式である「知識の伝授」よりも、学習者が自らの創造性を開発するよう誘導する学習支援に焦
点が当てられるようになってきた。
大学行政管理学会初代会長を務めた孫福弘氏は既に 16 年前、
2010 年の高等教育界を予測して、
「教育すなわち学習の主役は学習者としての学生であり、教室での授業の役割は、主として学習
者の問題意識の喚起と指導助言機能、ならびに必要に応じた知的技法の付与におかれ、学習活動
の中心部分は、
キャンパスや街などの空間で学習者の主体的行為として営まれる」
と謳っていた。
さらに「教員による良質の授業と同時に（中略）
、学習者の主体的学習を効果的に支援する、
組織化され制度化されたさまざまな仕組み、仕掛けがなくてはならないものになる。そしてこの
過程では、従来の教育（授業）機能のある部分は、学習支援の装置の役割に移管されることにな
る」と喝破していたのである（下図参照）
。

                    『大学改革 2010 年への戦略』p.138 より転載
ここでは、学習を促すものとして「教育（＝授業）
」と「学習支援」の機能が、対等な重要性
をもって「学習」機能を取り囲むという構図が成り立つ。学習者の創造性を開発する教育では、
「授業」
も一種の学習支援に過ぎない。
この認識構造が学習支援を考えるうえで重要な鍵となる。
大学職員が、そして大学図書館員が、学習支援に身を投ずる根拠はこの点にあるといってよい。
何より、学生の学習こそが最優先の課題であり、教員は授業（＝学習支援の材料）の提供、職
員は学習支援サービスの提供を通じて、
互いに学習を支援する重要なパートナーの機能を共有し、
協働することが求められるのである。
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1.2 新しい教育手法への注目
 教育コンセプトの変容の背景には、高等教育のグルーバル化の波が横たわっていることを忘れ
てはならない。日本の高等教育も国際競争力に晒され、昨今では教育プログラムや卒業時能力の
国際通用性をめぐって、
「教育の質保証」が声高に叫ばれている。
 グローバル化社会では、
「何を教えたか、何を伝えたか」よりも、学生自身が教育プログラムを
通じて「何を学び、何ができるようになったか」が問われる。つまり、学習成果：Learning
Outcomes の重視である。それには新しい教育手法の開発と導入が不可避となってくる。
また質保証に関連して、
「単位の実質化」に向けていかに学生の教室外学習を担保するかも、
最大級の課題と認識されている。こうした課題群への対応は、教育手法の高度化と学習支援の仕
掛けがなくては全く語りえないと言えよう。
 中央教育審議会「学士課程教育の構築に向けて（審議のまとめ）
」
（2008.3）においては、
「学
生の主体的・能動的な学びを引き出す教授法を重視し、例えば、学生参加型授業、協調・協同学
習、課題解決・探求学習などを取り入れる」ことが提言されており、教育が「知識の伝達」から
「知識の創出・自主的学習」へと向かう潮流は明白である。さらに、同審議会・大学分科会大学
教育部会「予測困難な時代において生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ（審議ま
とめ）
」
（2012.3）でも、学修時間の質的転換と主体的な学びの支援が強調されている。
とはいえ、主体的・能動的な学びを引き出す教育手法は容易に普及するものではない。
アクティブ・ラーニング、PBL（Project/Problem Based Learning）
、TBL（Team Based
Learning）といった教育手法を実践するには、授業の設計・運営・評価の面で教員側にも相当な
力量と負担を強いることになり、教育プログラムの運営に携わる大学職員・大学図書館員の支援
能力や教学マネジメントの力量も問われることになる。
大学教員の教育力の組織的向上を目指す FD（Faculty Development）の研修プログラムでは、
この種の授業を実践するための職能開発コースが準備されている。内容は授業外学習を誘発する
指導法、学生への課題の与え方、学生に「勉強させる」方法論が中心となっているが、これらは
大学図書館の支援なしには実効性を持たないであろう。いまこそ大学図書館が教育改善や学習改
善に貢献できること、学習支援で可能なことを積極的に主張すべき時であり、私たちはまたとな
い好機を迎えているのである。
1.３ 学習支援サービスに向けて大学図書館員が学ぶべきこと
 大学図書館はこの潮流に乗り、大胆な組織の再編と新しい学習支援サービス機能の開発を急が
ねばならない。現場からは学習支援サービスは既に十分実施しているとの反論があるかもしれな
いが、従来の情報リテラシー教育であれば、ガイダンス・講習会の実施、パスファインダー作成
等に留まり、教員の授業補助にすぎないものが多く、学習支援の主役に躍り出るものではない。
大学図書館員は自学の教育内容やカリキュラムを分析することにより、従来の授業補助的サー
ビスではなく、学習者の学習プロセス全般に亘って直接アドバイスを行い、教室内外の学習支援
を強化するサービス体制を確立することを目標としなければならないのである。
目標を達成するには、大学図書館員も教員と同様に「人はどう学ぶのか」という学習のメカニ
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ズムに関する知識や理論を体得しなければならない。というのも、欧米では FD 推進現場から教
育力改善（＝学習支援力改善）には「図書館員を巻き込むべき」との意見が頻繁に発せられ、大
学図書館界が唱導してきたラーニング・コモンズについても、FD 関係者、高等教育研究者から
熱い視線が注がれている。こうした期待に応え、大学図書館が情報リテラシー教育を主軸とする
学習支援サービスを展開するためには、学習科学に基づいた教授法のノウハウを取り入れ、主体
的な学びを促す教育手法を使えることが教員同様に必要であり、そのことが教員と協働する際の
「共通言語」となるからである。
科学技術・学術審議会 学術分科会 研究環境基盤部会 学術情報基盤作業部会「大学図書館の
整備について（審議のまとめ）
」
（2010.12）が指摘する通り、学習支援を担当する図書館員は、
大学図書館員としての専門性に加え、
「学習支援における専門性」
「教育への関与における専門性」
が求められる。実のところ、それを体現しているのが欧米の Blended Librarian や Embedded
Librarian なのである。

２．学習支援とラーニング・コモンズ
2.1 学びを誘発する“仕掛け”空間
 大学図書館界に膾炙した観のあるラーニング・コモンズは、
「知識が伝えられるだけの場」では
なく、学習者間の啓発、物理的な空間や教育ツール（用具）の相互作用を通じて、
「知識を再構成
し創造する場」を大学図書館が関連部局と協力して運営することを狙いとする。ラーニンズ・コ
モンズは、何かを学ぶだけでなく、目標に到達するにはどのように学べばよいかを（他者と協調
して）学ぶ場、学習プロセスのマネジメントを含む「メタレベルの学び」
「学びの身体技法」を獲
得する学習環境にほかならない。その仕掛けができて初めて、先に触れた「授業外学習（学修）
の質的転換」を担保する空間というスキームに繋げていくことができる。
さてここで留意すべきは、欧米のラーニング・コモンズは、実践の共同体理論、学習の状況論
的アプローチ等のコンセプトが表現されている空間であるということである。
ラーニング・コモンズの空間に一歩足を踏み入れると、グループワークを行う学生の様子が見
て取れる。グループ学習室はガラス張りが多いが、透明でオープンな空間の利点は何か。それは
学び方が「見える化」され、相互に触発される仕組みになっていることである。あるグループは
コンセプトマップを白板に書いて、解決に向けて議論を行っている。他のグループは、ブレイン・
ストーミング作業でひとつずつ問題を付箋紙に書きあげ、机の上に並べて分類作業をしている。
またあるグループは、グラフかマトリクスを電子黒板のディスプレイに映し出し、画面に書き込
みを入れながら相談している。別の場所では、学生対象のワークショップが開催中で、通りがか
りの学生が興味をもって何をしているのかと話に吸い寄せられていく。
あたかも創造現場の実況中継のように、学生やグループの活動が、リサーチの方法や作業プロ
セスが、相互に「見える化」されていることで、学生同士、教員と学生との双方向の反応が共有
できれば連鎖の効果は大きい。決定的なのは、視認性と相互刺激性の高さによって、この空間に
「思考過程の可視化と共有」が生まれていることなのである。
この空間はまた、情報リテラシーを育む空間でもある。授業で紹介される参考ツールやデータ
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ベースという「道具」はすぐに使いこなせるものではない。レポートの執筆やゼミ発表の準備を
行うプロセスのなかで情報探索を行ってこそ、使いこなす実践知が得られる。リサーチの現場で
しか、プロセスの渦中でしか学べない知識がある。講義で教えられる学術知や専門知は、図書館
によるチュータリングの人的支援（レファレンスや情報リテラシー教育）を受けながら、具体的
な学びの文脈のなかで実践知に変換されるはずである。
これに対し、日本国内で先行してラーニング・コモンズを開設した大学の中には、教育と学習
環境に関する認識不足により、運営の停滞を招いているところがある。
「箱」は作った、だがどの
ように運営すれば効果的な学習成果が期待できるのか。この検討が後追いになっている大学が多
い。学生会館のおしゃべりの場所、飲み食い空間を図書館内に移設しただけで、
「コモンズ（集合
場所）は存在する。しかしラーニング（学び）はない」との呈をなすところもあろう。ともすれ
ば、デザイン性豊かなデスクを配したグループ学習室、お洒落なカフェの併設等に目を奪われが
ちであるが、教授法理論や学習科学の裏づけをもって設計・運営されることが望ましい。私たち
は早急に、緊張感ある「学びのコミュニティ」を醸成する仕掛けを検討しなければならない地点
に立っている。日本のラーニング・コモンズはこれから正念場を迎えるのである。
2.2 運営に求められる力とは何か
ラーニング・コモンズの運営に求められる力は何か。1.3 の再述となるが、特に人的サポート
を担当するスタッフは、
「人はどのように学ぶのか」の知見を得ることが不可避であろう。英国大
学の FD 担当者が繰り返し説くのは、
「学生の学び方を理解してはじめて、
教育方法を議論できる」
ということである。つまり学習理論を知れば、どのような課題の出し方をすれば教育効果があが
るのか、理解度を増す説明とは何かといった、良い学習成果を導く方法が分かると言う。
実際に私が学びのアトリエ空間と感じたものは、
「認知的徒弟制」という学習理論で説明され
る。事実を学習する学校教育と違って、職人の親方と弟子たちが教え学び合うプロセス、技を盗
むプロセスをモデルにした学習理論である。知識という道具を、実際の問題解決の場で使う親方
や先輩の「考え方」
（認知）を学ぶ点に焦点を当てた理論であり、実感を伴って理解できる。
また、プロの能力は「行為の中の省察」で磨かれると主張する「省察的実践」理論がある。情
報リテラシー教育のプログラム開発に、
「調べながら考え、考えながら調べる行為」とする視点を
持ち込む重要性を教えてくれる。探索のさなかに「振り返り（リフレクション）
」の習慣を身につ
ければ、より文脈と状況に適った情報探索スキルの向上に繋がっていく。
単なる物理空間とお仕着せの学習支援サービスがあれば、ラーニング・コモンズが成り立つわ
けではない。学習支援を図書館が担いたいなら、無自覚な運営に陥りたくないなら、さらに教員
と対等に議論したいのなら、学習科学を意識して運営に携わっていく必要がある。
上記を理解した上で、今後最も困難な課題として挙げられるのは、ラーニング・コモンズにお
けるチュータリング機能の実現、すなわち人的サポートの組織編制とスタッフ育成のマネジメン
トであろう。広範囲に亘る学習支援を展開するには、図書館のみで運営をまっとうするのは不可
能である。関連組織（ライティング・センター、IT センター、FD センター等）との協力体制を
築き、TA（Teaching Assistant）の有効活用や学生同士のピア・サポート活動を仕掛けるマネジ
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メント能力が図書館側に欠如するなら、この種の空間は機能しない。さらに、関係スタッフの能
力育成プログラムの開発（例えば TAD：Teaching Assistant Development プログラム）や、継
続した実施体制の確立という事項も、付随して課題となってくることは間違いない。

３．学習支援としての情報リテラシー教育
大学図書館での情報リテラシー教育の実践は、例えば初年次教育の隆盛と歩調を合せ、着実に
蓄積が重ねられてきた。筑波大学編『今後の「大学像」の在り方に関する調査研究（図書館）報
告書 : 教育と情報の基盤としての図書館』
（2007）の詳細な統計をみれば、大学の規模別・性格
別に多彩な実施状況を窺え、
既に大学図書館における情報リテラシー教育の定着は明らかである。
とはいえ、図書館ガイダンス、データベース検索講習会等のメニューを揃え、とにかく実践を
積み重ねている段階に留まっており、学習効果や目標達成評価を測ることや、情報リテラシー教
育プログラムの質やデザインを問うまでには至ってはいない。広報を工夫し、参加者を集め、日
本図書館協会の「図書館利用教育ガイドライン」を参照しながら試行錯誤を重ね、実績を積み上
げている段階はまだ続いているといえよう。
『学術情報基盤の今後の在り方について（報告）
』
（2006 年）による評価は、
「現時点で、多く
の大学で行われている（図書館の）情報リテラシー教育は教養教育及び各専門分野における教育
との連携が不十分であり、効果が限定的である」としている。この指摘の背景には、利用者の学
習行動の理解や教員の教育手法との接合に脆弱さがあり、図書館が「個別に」
「単発に」開催する
“局地戦”としての情報リテラシー教育であるとの認識があるように思えてならない。
3.1 学習傾向の把握と学習プロセス全体に亘る支援
では「組織的に」
「計画的に」
「体系的に」
、かつ教授法や学生の学習方法と密接にリンクした
情報リテラシー教育プログラムを実施するにはどうすればよいのだろうか。繰り返しになるが、
それには大学図書館員による利用者の学び方、学習傾向の理解と把握がなければならない。
一昨年、米国のワシントン大学の研究者が実施した調査報告：Project Information Literacy
Progress Report（25 大学・8353 名の学生を対象にした情報活用に関するアンケート調査と分析）
は実に興味深いものであった。この報告によれば、リサーチ活動を展開する上で学生が最も難し
いと感じている事項として、1)初動調査を始めること（84%）
、2)トピックの明確化（66%）
、3)
トピックの絞込み（62%）が上位を占めている。
日本でも同様の傾向が見てとれるが、情報源の入手方法というよりは、入手した情報源をじょ
うずに取り扱ってテーマを絞り出し、アウトプットを見据えながらフォーカスを形成していくプ
ロセスに焦点をあてることが重要と言えよう。報告最終章の提言では、情報源紹介に焦点をあて
た図書館員研修は再考されるべきであり、むしろ学生のリサーチ戦略の組み立てや、探索時の思
考の道筋を指導できる能力を開発すべきだと強調している。
彼我の情報環境・教育環境は異なり、そのまま鵜呑みにはできない。しかし私たちも同様に、
日本の学生の学習行動を注意深く観察しながら、表面的な学生のデマンドではなく、学習ニーズ
の文脈を汲み取ったプログラムを考案する必要がある。インターネット情報源が遍在し、利用者
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が容易に情報源を発見できる環境下では、
「情報源の紹介・使い方」から「多様な情報を使ってど
のように問題解決を行い、学習成果を出すか」という踏み込んだ情報リテラシー教育へと移行せ
ざるをえない。情報を読み解き、問いを立て、新たな知識を創造する体験を支援する情報リテラ
シー教育プログラムの実践が求められるのである。
3.2 FD 活動との接点を重視する意味
最後に FD 活動との接点も忘れてはならない。NII 主催「学術情報リテラシー教育担当者研修
会」の研修プログラムは、教員の FD 研修で説明されている学習理論・教授法を紹介するコマが
含まれるカリキュラム編成になり、講師の顔ぶれには FD 推進センターや教育開発センターの教
員が並んでいる。ワークショップのコースデザインや実施方法、協調学習の理論やフレームを情
報リテラシー教育に応用できるようになるには、従来の図書館の枠を超える領域まで学ばねばな
らないのである。大学図書館員がアクティブ・ラーニングの手法を自家薬籠中のものとし、実践
指導できるようになることこそ、
「学習支援における専門性」
「教育への関与における専門性」の
第一歩になるに違いない。
これまでの大学図書館員の多くは学習科学や教授法に疎く暗い。この状況下で、学習支援の名
のもとに情報リテラシーを教えるのは無謀でもある。FD 活動に積極的に参加して、協力体制を
築けるマネジメント能力・リエゾン能力を開発し、教員と協働するなかから質の高い情報リテラ
シー教育プログラムを提示していく努力を続けていかねばならない。情報リテラシー教育の議論
は既に、情報源紹介・操作法解説のレベルを脱皮して教育プログラムと連携したアプローチへと
離陸する時期に差しかかっている。
「知識の蓄積」よりも「知識を使う」能力を重視する高等教育
の転換点にあって、各大学においてどのような情報リテラシー教育が有効なのか。それを問うこ
とは、大学図書館にとって永遠の、しかし喫緊の課題なのである。
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2010ᖺ12᭶3᪥
䠍䠊Ꮫᅗ᭩㤋䛾ᶵ⬟䞉ᙺཬ䜃ᡓ␎ⓗ䛺⨨䛡
䠄䠏䠅Ꮫᅗ᭩㤋䛻ồ䜑䜙䜜䜛ᶵ⬟䞉ᙺ
䐟Ꮫ⩦ᨭཬ䜃ᩍ⫱άື䜈䛾┤᥋䛾㛵
䠎䠊Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨ䛾⫱ᡂ䞉☜ಖ
䠄䠎䠅Ꮫᅗ᭩㤋ဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ➼
䐟Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨ䛸䛧䛶䛾ᑓ㛛ᛶ
䐠Ꮫ⩦ᨭ䛻䛚䛡䜛ᑓ㛛ᛶ
䐡ᩍ⫱䜈䛾㛵䛻䛚䛡䜛ᑓ㛛ᛶ
䐢◊✲ᨭ䛻䛚䛡䜛ᑓ㛛ᛶ

䊠䠊ᩍ⫱䛛䜙Ꮫ⩦ᨭ䜈

䛘䜀㻘༢䛾ᐇ㉁

༢䠖Credit䠄ಙ⏝䟿䠅
䠍༢䛾ᤵᴗ⛉┠䛿,ᶆ‽ⓗ䛻䠍䠑㛫䛾ᤵᴗ䛸
䠏䠌㛫䛾‽ഛᏛ⩦䜔⩦䛾㛫䜢ྜ䜟䛫䛶
䠐䠑㛫䛾Ꮫಟ䜢せ䛩䜛ᩍ⫱ෆᐜ䜢䜒䛳䛶ᵓᡂ䛥
䜜䛶䛔䜛䚹
Ꮫホ౯䞉Ꮫᤵᶵᵓ
䛄㧗➼ᩍ⫱䛻㛵䛩䜛㉁ಖド㛵ಀ⏝ㄒ㞟䛅
http://www.niad.ac.jp/n_shuppan/package/no9_21_niadue_glossary_2009.pdf
䠄ཧ↷2012-07-08䠅

䈜ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛾䛂Ꮫド᫂䛃䛾ヰ䠄ブḭ䛾∦Წ䜢ᢸ䛠䠛䠅

䊡䠊Ꮫ⩦ᨭ䛸䝷䞊䝙䞁䜾䞉䝁䝰䞁䝈

᪂䛧䛔ᩍ⫱ᡭἲ䛾᥎ዡ
Ꮫ⏕䛾యⓗ䞉⬟ືⓗ䛺Ꮫ䜃䜢ᘬ䛝ฟ䛩ᩍᤵἲ䠄䜰䜽
䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䠅䜢㔜ど䛧,䛘䜀,Ꮫ⏕ཧຍᆺᤵᴗ,
༠ㄪ䞉༠ྠᏛ⩦,ㄢ㢟ゎỴ䞉᥈ồᏛ⩦,䠬䠞䠨
䠄Problem/Project Based Learning䠅䛺䛹䜢ྲྀ䜚ධ䜜
䜛䚹Ꮫ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨,♫ዊయ㦂άື,䝃䞊䝡䝇䞉
䝷䞊䝙䞁䜾,䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽,䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥,ᾏእయ
㦂Ꮫ⩦䜔▷ᮇ␃Ꮫ➼䛾య㦂άື䜢ຠᯝⓗ䛻ᐇ䛩
䜛䚹Ꮫእ䛾య㦂άື䛻䛴䛔䛶䜒,ᩍ⫱䛾㉁䜢☜ಖ䛩䜛
䜘䛖,Ꮫ䛾㈐௵䛾ୗ䛷ᐇ䛩䜛䚹
୰ᩍᑂ䛂Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛶䠄ᑂ㆟䛾䜎䛸䜑䠅䛃(2008)
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ㄢ㢟䠖ᤵᴗእᏛ⩦䛾㉁䜢ᢸಖ䛷䛝䜛Ꮫ⩦
✵㛫䞉Ꮫ⩦⎔ቃ䛾ᥦ౪

ヰ㢟䛾䛀䝷䞊䝙䞁䜾䞉䝁䝰䞁䝈䛁
䞉Ⓨ䜢‽ഛ䛩䜛Ꮫ⩦⎔ቃ
䞉Ꮫ⩦䛾ᩥ⬦䛻ᛂ䛨䛯ேⓗᨭ
ཧ↷䠖ୖ┿⍆.䛂Ꮫ䜃䛾䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛃䜢ᨭ䛩䜛䠊
IDE.2009,no.510䠈p.11-15.

䊡䠊Ꮫ⩦ᨭ䛸䝷䞊䝙䞁䜾䞉䝁䝰䞁䝈

䊡䠊Ꮫ⩦ᨭ䛸䝷䞊䝙䞁䜾䞉䝁䝰䞁䝈

Ꮫ⩦✵㛫䛾䜹䝔䝂䝸䞊ศ䛡

㧗➼ᩍ⫱⏺䛛䜙䛾ὀ┠
Ŧኳ㔝㑳ኵ䛂⪃䛘䛥䛫䜙䜜䜛䛣䛸䛾ከ䛔
≉㞟䛷䛒䛳䛯䛃
䠄䛄ෆእᩍ⫱䛅㻺㼛㻚㻡㻥㻟㻟䠅

`

⬟ືⓗᏛ⩦䜢ᨭ䛩䜛᪂䛧䛔ᩍᐊᙧែ䠖ᤵᴗ
䛂䝷䞊䝙䞁䜾䞉䝇䝍䝆䜸䛃

Ŧୗ ⌮䛂ᩍᤵἲᨵၿ䛸
Ꮫ⩦ᨭᆺᅗ᭩㤋䛃
䛂ᅜ㝿Ỉ‽䛷䛾Ꮫ䛾Ꮫ⩦⎔ቃᩚഛ䛃
䠄䛄ᩍ⫱Ꮫ⾡᪂⪺䛅㻞㻜㻝㻜㻚㻝㻚㻟䠅

`

ሗ䜢ά⏝䛧䛯䛂Ꮫ䜃䛾ሙ䛃䠖ᤵᴗእᏛ⩦䠙ṇㄢ
䛂䝷䞊䝙䞁䜾䞉䝁䝰䞁䝈䛃

䕿㧗➼ᩍ⫱䛾ᨵၿ䠄䠢䠠䠅䛾どⅬ䛷
ὀ┠䜢ᾎ䜃䛶䛔䜛
㽢ධ㤋⪅ῶᑡ䛾㣗䛔Ṇ䜑⟇
㽢✵䛔䛯ሙᡤ䛾᭷ຠά⏝

䊡䠊Ꮫ⩦ᨭ䛸䝷䞊䝙䞁䜾䞉䝁䝰䞁䝈

ྠᚿ♫䛿䛹䛖䛔䛳䛯✵㛫䜢ᚿྥ䛩䜛䛾䛛㻔㻝㻕
`

⊂❧ᆺ䠙㠀ᅗ᭩㤋タ⨨ᆺ䠈㠃✚ 2,500䟝䠄᪥ᮏ᭱⣭䠅

`

䠎䝣䝻䜰䛷ᵓᡂ䠄ྛ䝣䝻䜰䝁䞁䝉䝥䝖䛜ඹ㬆䞉༠ᛂ䠅
䠎䠢䠖䜽䝸䜶䜲䝔䜱䝤䞉䝁䝰䞁䝈䠖Ꮫ䜃䛾ὶ䞉ၨⓎ✵㛫
䛂Ꮫ䜃䛾䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛃䛾ฟ
䠙䛣䜜䜎䛾䛷䠬䠞䠨ᩍ⫱䛾ᐇ⦼䛸䝜䜴䝝䜴䜢
䠏䠢䠖䝸䝃䞊䝏䞉䝁䝰䞁䝈䠖䜰䜹䝕䝭䝑䜽䝇䜻䝹⫱ᡂ✵㛫
䝏䝳䞊䝍䝸䞁䜾ᶵ⬟
䠙᭱䛾ㄢ㢟䠋ᮏᏛึ䛾Ꮫ⩦ᨭ⤌⧊

`

“▱ⓗḧᮃ㛤Ⓨ✵㛫”

䈜ㄪᰝ◊✲䛻䛧䜐ே䚻䛾⫪㉺䛧䛻䠈㐀䛾⛎ᐦ䜢䛾䛮
䛝㎸䜐䛣䛸䛾䛷䛝䜛✵㛫

䊡䠊Ꮫ⩦ᨭ䛸䝷䞊䝙䞁䜾䞉䝁䝰䞁䝈

ྠᚿ♫䛿䛹䛖䛔䛳䛯✵㛫䜢ᚿྥ䛩䜛䛾䛛㻔㻟㻕
`
`

`

`

`

ᛮ⪃㐣⛬ྍど䛸ඹ᭷䠖㐀⌧ሙ䛾ᐇἣ୰⥅
ㄪᰝ◊✲䛾⾜Ⅽ⪅䛰䛡䛜▱䜛䠈ᮏᙜ䛾㉁ឤ䠖
䛂▱䛾䝨䞊䝟䞊䝗䝷䜲䝞䞊䛃䛛䜙䛾㞳㝣
Ꮫ⩦ෆᐜ䜢ᐇ㊶䛻⤖䜃䛴䛡䜛Action Learning䠖
Unlearn䠄Ꮫ䜃䜋䛹䛝䠅䛾⤒㦂
Team Teaching䛾Ꮫ⩦ᨭ䛜ᑟ䛟䝇䝍䝑䝣䛾ᡂ㛗䠖
Ꮫ⩦ᨭ䝇䝍䝑䝣䞉⤌⧊䛾䝁䝷䝪䝺䞊䝅䝵䞁
⏝⪅䛾┠ᶆ㐩ᡂ䠄▱㆑䛾⏕⏘䠅䛻ᐤ䜚ῧ䛔క㉮䛩䜛
ᮏᙜ䛾䝺䝣䜯䝺䞁䝇䝃䞊䝡䝇䠖
㧗ᗘ䛾ሗ䝸䝔䝷䝅䞊ᩍ⫱

䐟ᅗ᭩㤋䝯䝕䜱䜰䜢ά⏝䛧䛯⮬ᚊⓗᏛ⩦䛾ᨭ
䐠ሗ䝸䝔䝷䝅䞊ᩍ⫱䛸䜰䜹䝕䝭䝑䜽䝇䜻䝹䛾⫱ᡂ
䐡༠ྠⓗ䛺Ꮫ䜃䛾ಁ㐍

`

ᑐヰ䛻䜘䛳䛶Ꮫ䜢♫䛻㛤䛟
䛂䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䞉䝇䝨䞊䝇䛃
ᒣෆ♸ᖹ⦅䠊Ꮫ䜃䛾✵㛫䛜Ꮫ䜢ኚ䛘䜛䠊䝪䜲䝑䜽䝇䠈2010䠈186p

䊡䠊Ꮫ⩦ᨭ䛸䝷䞊䝙䞁䜾䞉䝁䝰䞁䝈

ྠᚿ♫䛿䛹䛖䛔䛳䛯✵㛫䜢ᚿྥ䛩䜛䛾䛛㻔㻞㻕
`

ᰂ㌾ᛶ䠄Flexibility䠅:
ྍኚᛶ䛾䛒䜛✵㛫,⤌ྜ䜟䛫䛾ᆺ䛾ᮘ,ᣢ䛱㐠䜃ྍ⬟䛺
䝩䝽䜲䝖䝪䞊䝗䜋䛛

`

ᛌ㐺ᛶ䠄Comfort䠅䠖

`

ឤぬ่⃭ᛶ(Sensory Stimulation)䠖

㛗㛫ᅾ䛜ྍ⬟䛺ఇ᠁䝷䜴䞁䝆䜔䜹䝣䜵
䜺䝷䝇ᙇ䜚䛾㒊ᒇ,䜸䞊䝥䞁䝇䝨䞊䝇✵㛫
ㄆ▱ⓗᚐᘵไ,ṇ⤫ⓗ࿘㎶ཧຍ,䜰䝖䝸䜶✵㛫Ꮫ⩦
䛂㛤䛛䜜䛯ᗜ䛃䛾ฟ䠖䜰䝣䜷䞊䝎䞁䝇䛾ຠ䛛䛫᪉
`

ᢏ⾡ᨭ䠄Technology & Skill Support䠅䠖
PC䝃䝫䞊䝖,䝷䜲䝔䜱䞁䜾䝃䝫䞊䝖,ሗ᥈⣴䝃䝫䞊䝖䜋䛛
䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥㛤ദ䜋䛛 䝥䝺䠢䠠䛻⤖䜃䛡䜛

䊡䠊Ꮫ⩦ᨭ䛸䝷䞊䝙䞁䜾䞉䝁䝰䞁䝈

㻮㼑㼍㼓㼘㼑䛾䝁䝰䞁䝈䛾ᅄẁ㝵
➨䠍ẁ㝵䠖㐺ᛂ䛸䛧䛶䛾䠥䠟
ሗ㏻ಙᢏ⾡䛾㐺ᛂ䛰䛡䛧䛶䛔䜛≧ἣ

➨䠎ẁ㝵:Ꮩ❧䛧䛯ኚ䛸䛧䛶䛾䠥䠟
➨䠍ẁ㝵䛜㐍䛧䛶,䝸䝋䞊䝇䛾Ⓨぢ䛛䜙䝕䞊䝍ฎ⌮,䝥䝺䝊
䞁䝔䞊䝅䝵䞁䜔ฟ∧䛾ẁ㝵䜎䛷䝃䝫䞊䝖䛩䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䜒䛾

➨䠏ẁ㝵䠖ᗈ⠊ᅖ䛻ཬ䜆ኚ䛸䛧䛶䛾䠨䠟
䠢䠠䝉䞁䝍䞊䞉ᩍᤵᏛ⩦䝉䞁䝍䞊䛸䛾㐃ᦠ,ᅗ᭩㤋䛾㟁Ꮚ䝸
䝋䞊䝇⤫ྜ,䠟䠩䠯⤫ྜ,䝞䞊䝏䝱䝹䞉䝺䝣䜯䝺䞁䝇ᐇ
䈜ᅗ᭩㤋୰ᚰ䛷䛿䛺䛟,ᩍ⫱䛻㛵䛩䜛ᶵ⬟䛻⤫ྜ䞉༠ྠ

➨䠐ẁ㝵䠖㌿ⓗ䛺ኚ䛸䛧䛶䛾䠨䠟
Ꮫⓗ䛺యไ䛸䛧䛶⨨䛵䛡䜙䜜,ᩍ⫱䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
䠄䜹䝸䜻䝳䝷䝮ぢ┤䛧,ᶓ᩿ᆺ䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠅䜢క䛖
ᒣෆ♸ᖹ. “ Ꮫ䛾Ꮫ⩦✵㛫䜢䝕䝄䜲䞁䛩䜛”䠊䛂Ꮫ䜃䛃䛾ㄆ▱⛉Ꮫ䠊ಟ㤋᭩ᗑ,
2010, p. 239 -249
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䊢䠊Ꮫ⩦ᨭ䛸䛧䛶䛾ሗ䝸䝔䝷䝅䞊ᩍ⫱

䊢䠊Ꮫ⩦ᨭ䛸䛧䛶䛾ሗ䝸䝔䝷䝅䞊ᩍ⫱

ㄢ㢟䠖ሗ䝸䝔䝷䝅䞊ᩍ⫱䜢
Ꮫ⩦ᨭ䛾どⅬ䛛䜙ᤊ䛘䜛

Ꮫ⾡ሗ䝸䝔䝷䝅䞊ᩍ⫱䛾䛔䜝䛔䜝
 ⌧ᅾ䛾Ꮫ䛻䛚䛡䜛ሗ䝸䝔䝷䝅䞊䠖௦⾲ⓗ䛺ᐇ㊶
ƓᒧƷ൦ˊྵ ܖٻ܇ڡGPƱƷᡲઃ
ிʮܖ ܖٻ܇ڡဃૅੲGPž๛נſ
 ܖٻ᧵ٻȩȸȋȳǰȷǳȢȳǺƷTAƷૅੲ
ӸӞ ܖٻދȩȸȋȳǰȷǳȢȳǺƷȩǤ
Ȇǣȳǰǻȳǿȸ

࠰ࡇܖٻᎰՃჺᄂ̲ȆǭǹȈǑǓࡽဇ

䕿䝁䞁䝢䝳䞊䝍⏝䠈ሗ᥈⣴䞉ሗ᳨⣴䛻㛵䜟䜛䝇䜻䝹
ሗ䜢ධᡭ䛩䜛䛻䛿䠈ධᡭ䛩䜛䛯䜑䛾䝒䞊䝹䠄㐨ල䠅䜢䜘䛟▱䜚䠈
䛭䛾䛔᪉䜢Ꮫ䜆䛣䛸䛷䛒䜛䚹

ʮᣃ ܖٻμܖσᡫᅹႸžऴإኧλᧉſ
ி҅ ܖٻμܖᏋᅹႸžܖٻဃƷƨǊƷऴإ౨ኧᘐſ
ଢ ܖٻཎᑥGPƷžဇඥſ

ᤵᴗ

┤᥋

䝏䝳䞊䝖䝸䜰䝹

䝒䜰䞊
ㅮ⩦

㞟ᅋ

䜹䜴䞁䝍䞊䛷䛾
䝺䝣䜯䝺䞁䝇

ܖٻҔܖƷʙ̊

䕿䝒䞊䝹䝇䜻䝹䛛䜙ሗ⏝䛾䝯䝍䞉䝇䜻䝹䜈
ୖグ䛻ຍ䛘䠈ධᡭ䛧䛯ሗ䞉㈨ᩱ䛾ྍ⏝ᛶ䜢᳨ウ䛧䛯䜚䠈ᢈ
ุⓗ䛻ㄞ䜏ゎ䛝ศᯒ䛧䛶䠈ලయⓗ䛺▱ⓗᡂᯝ≀䜢㐀䛩䜛
䝥䝻䝉䝇య䛻ர䜛䜒䛾䠄䠙ၥ㢟ゎỴ⬟ຊ䠅䜢䝥䝻䜾䝷䝮

䊢䠊Ꮫ⩦ᨭ䛸䛧䛶䛾ሗ䝸䝔䝷䝅䞊ᩍ⫱

(20࠰ࡇܖᘐऴإȪȆȩǷȸᏋਃ࢘ᎍᄂ̲૰Უ

Ꮚయห⾜

èȋȸǺƴǋƱƮƘ˖ဒ˺Ǔ

䝟䝇䝣䜯䜲䞁䝎䞊

Ʒ࠼إဇǰȃǺƳƲ

ᅶᇌܖٻң˟ žȑǹȕǡǤȳȀȸȐȳǯſ
ӲܖٻƷȑǹȕǡǤȳȀȸ
ᇌ˟ƷȪǵȸȁȷȊȓሁ

ಶே

অড፯ ܖٻؽKITIEᲦPATH
Ҙᓶ ܖٻȝȃȉǭȣǹȈဇǳȳȆȳȄ፭
ሇඬܖٻ ܖٻȗȭȢȸǷȧȳȓȇǪ
ӲܖٻƷE-learningǷǹȆȠɥƷǳȳȆȳȄ

E-learning

㛫᥋
䛂ᅗ᭩㤋䝝䞁䝗䝤䝑䜽䛃➨6∧䛂⏝ᩍ⫱䛃䜢ཧ⪃䛻సᡂ

䊢䠊Ꮫ⩦ᨭ䛸䛧䛶䛾ሗ䝸䝔䝷䝅䞊ᩍ⫱

ሗ䝸䝔䝷䝅䞊䛾ᐃ⩏
ሗ䝸䝔䝷䝅䞊䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛ே䛿䠈䛴䜎䜛䛸䛣䜝䠈Ꮫ⩦
䛾᪉ἲ䜢▱䛳䛶䛔䜛ே䛷䛒䜛䚹Ꮫ⩦䛾᪉ἲ䜢▱䛳䛶䛔䜛
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大学図書館職員長期研修

16 図書館と法
筑波大学図書館情報メディア系
准教授 石井 夏生利
講義概要
本講義では、著作権法及び個人情報保護法を中心に、図書館をめぐる様々な法的問題を講義す
る。図書館は、文化と学術の拠点となる社会的機関であり、教育・研究活動を支える重要な存在
である。また、貴重資料の蓄積保存を行うという役割も担っている。こうした図書館における情
報の取扱いは、
「知る権利」
、学問の自由、教育を受ける権利(学習権)、参政権といった憲法上の
諸権利や、著作権、プライバシー権や個人情報保護法など、実に多岐にわたる法制度と関連する
ことから、図書館業務に従事する際には、いかなる法的問題が存在するかを認識し、その解決策
を考えることが肝要である。あわせて、図書館サービスを提供することに伴う各種トラブルへの
対処法も理解しておく必要がある。
このように、図書館をめぐる法的問題は多岐にわたるが、
「図書館と法」では、実務的に問題
となることの多い著作物及び個人情報の取り扱い方を中心に、次の構成にて講義を進めることと
する。
講義の構成
1 著作権法の基礎知識
(1) 知的財産権の分類
(2) 著作権法の目的
(3) 著作権法の分類
(4) 著作物
(5) 著作権
(6) 著作者人格権
(7) 自由利用
(8) 保護期間
(9) 違反の効果(民事・刑事)
(10) 平成 21 年改正法
(11) 平成 24 年改正法案
まず最初に、著作権法の概要を講義する。ここでは、
「図書館等における複製」(第 31 条)の要
件及び同条に関して争いになった多摩市立図書館事件(東京地判平成 7 年 4 月 28 日、東京高判平
成 7 年 11 月 8 日、最判平成 9 年 1 月 23 日)にウエイトを置きつつ説明を加えるとともに、平成
1
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21 年改正法、及び、平成 24 年改正法案にも言及する。
2 著作権に関する個別問題
図書館サービスで最も問題となるのは、著作権法に基づく対応である。これについては、例え
ば、次のような個別問題が存在する(著作権情報センター ケーススタディシリーズ第 3 集「図書
館と著作権」(http://www.cric.or.jp/qa/cs03/cs03.html)、黒澤節男『Q&A 図書館の著作権基礎知
識』(太田出版、第 3 版、2011 年)。
Q1 どのような図書館でも権利者に無断で複写サービスができるのでしょうか。
Q2 コイン式複写機を用いて複写サービスを行うことに問題はありますか。
Q3 著作権法第 30 条の「私的使用のための複製」の規定により、図書館内においてもコイン式
複写機で全文の複写ができると聞きましたが、そうなのでしょうか。
Q4 複写サービスができる「著作物の一部分」とはどの範囲でしょうか。
Q5 定期刊行物に関する「発行後相当期間」とはどの程度と考えたらよいのでしょうか。
Q6 自館にない資料について利用者から複写請求があったので資料を所蔵している他の図書館
に文献の複写依頼をして対応したいのですが、よろしいでしょうか。
Q7 ビデオソフトを図書館の外に貸出してもかまいませんか。音楽 CD の貸出とは違うのでしょ
うか。
Q8 最近、図書館の雑誌の付録に CD-ROM やフロッピーがついている場合がありますが、館外
貸出をしてもかまいませんか。
Q9 市立の図書館で子どもたちに対してお話会（朗読サービス）を、視覚障害者に対して録音サ
ービスをしようと考えています。
Q10 デジタルカメラや携帯電話を使って資料を撮影する利用者がいますが、図書館としてはど
う対応したらいいのでしょうか？
Q11 当館では、
「図書館だより」に絵本や本の表紙を写真に撮り、毎月新着図書の紹介として載
せ、また、その図書館だよりをそのままホームページにも載せておりますがよろしいでし
ょうか？
Q12 大学図書館では、
「機関リポジトリ」を開設して当該大学の研究者の研究成果物を図書館の
ホームページに登録し、世界に情報発信することが数年前より行われていますが、著作権
的に留意すべきことは何ですか？
Q13 国立国会図書館の「納本制度」とは何ですか。所蔵資料の電子複製化に関する著作権法の
改正内容はどのようなものですか。
これらのほかにも、絵本を大型紙芝居化や立体化、図書館におけるインターネット情報の利用、
利用者複製に対する図書館の責任、図書館におけるビデオ上映等の問題もある。ここでは、具体
的事例を解説しながら、個別問題への対応を検討する。

2
図書館と法

189

3 個人情報保護法の基礎知識
(1) プライバシー権と個人情報保護法
(2) 個人情報の保護に関する法律
(3) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(4) 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
個人情報保護については、関連する 5 つの法律が、2003 年 5 月 23 日にまとめて制定された。
そのうちの主な法律は、民間事業者に適用される「個人情報の保護に関する法律」
、行政機関
に適用される「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」
、独立行政法人等に適用される
「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」である。また、地方公共団体の設置
する組織には、それぞれの個人情報保護条例が適用される。ここでは、3 つの法律の概要を説明
する(自治体の条例は個別に制定されているため、本講義では割愛する)。説明の際には、目的、
主な定義、個人情報等の取扱いに関する主な義務、開示、訂正、利用停止等の各制度、例外、罰
則を取り上げる予定である。
また、プライバシー権は、個人情報保護法制を語る上で欠かせない概念である。歴史的には、
プライバシー権が発展して個人情報保護法制への実現に至っているが、両者は同一の概念ではな
い。そこで、個人情報保護法制の解説に入る前提として、前記(1)においてプライバシー権との概
念整理を行う。
4 図書館サービスと個人情報保護法
前述のとおり、個人情報保護法制については、設置母体ごとに適用法令を異にする点に 1 つの
特徴がある。図書館についても、そもそも個人情報保護法の適用されない図書館があるほか、適
用される場合であっても、当該設置母体に適用される法令が何であるかを確認した上で法令遵守
に取り組むことが求められる。
また、図書館が扱う情報には、利用者情報、利用情報(記録)、個人情報関係資料、図書館職員
等の個人情報、書誌情報があり、それぞれに法令に則った取り扱いが求められるものの、個人情
報関係資料は、法令の適用対象外となる場合がある。この点を踏まえつつ、各種情報を取得、利
用、提供、管理する過程で取るべき法的対策を整理し、解説する。あわせて、昨今疑義をもたら
した武雄市立図書館による指定管理者問題、その他、個人に関する情報の開示等の求め(請求)を
受けた場合における対応等も取り上げる。
参考文献
山本順一『電子時代の著作権』(勉誠出版、1999 年)
青弓社編集部編『情報は誰のものか？』(青弓社、2004 年)
新保史生「図書館と個人情報保護法」情報管理 47 巻 12 号 818-827 頁(2004 年)
名和小太郎・山本順一『図書館と著作権』(日本図書館協会、2005 年)
文化庁編著『著作権法入門』(文化庁、2009 年)
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鑓水三千男『図書館と法 図書館の諸問題への法的アプローチ』(日本図書館協会、2009 年)
塩見昇『新図書館法と現代の図書館』(日本図書館協会、2009 年)
新保史生『情報管理と法 情報の利用と保護のバランス』(勉誠出版、2010 年)
黒澤節男『Q&A 図書館の著作権基礎知識』(太田出版、第 3 版、2011 年)
社団法人著作権情報センターのホームページ(http://www.cric.or.jp/)
文部科学省著作権法の一部を改正する法律案のウェブ・ページ
(http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1318798.htm)
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2012ᖺ7᭶11᪥ᅗ᭩㤋⫋ဨ㛗ᮇ◊ಟ

ᅗ᭩㤋䛸ἲ
ಶேሗಖㆤἲ䛾ᇶ♏▱㆑
⟃ἼᏛᅗ᭩㤋ሗ䝯䝕䜱䜰⣔
ᩍᤵ ▼ ኟ⏕

1

2

ಶேሗಖㆤἲ䛾┠ⓗ
䛂䛣䛾ἲᚊ䛿䚸㧗ᗘሗ㏻ಙ♫䛾㐍ᒎ䛻క䛔ಶேሗ䛾
⏝䛜ⴭ䛧䛟ᣑ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛛䜣䛜䜏䚸ಶேሗ䛾㐺ṇ
䛺ྲྀᢅ䛔䛻㛵䛧䚸ᇶᮏ⌮ᛕཬ䜃ᨻᗓ䛻䜘䜛ᇶᮏ᪉㔪䛾సᡂ
䛭䛾䛾ಶேሗ䛾ಖㆤ䛻㛵䛩䜛⟇䛾ᇶᮏ䛸䛺䜛㡯䜢
ᐃ䜑䚸ᅜཬ䜃ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㈐ົ➼䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸
ಶேሗ䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖ᴗ⪅䛾㑂Ᏺ䛩䜉䛝⩏ົ➼䜢ᐃ䜑䜛䛣䛸
䛻䜘䜚䚸ಶேሗ䛾᭷⏝ᛶ䛻㓄៖䛧䛴䛴䚸ಶே䛾ᶒ┈䜢
ಖㆤ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䚹䛃(➨1᮲)

3

4

ᾘ㈝⪅ᗇಶேሗಖㆤ䛻㛵䛩䜛ἲయ⣔䜲䝯䞊䝆(http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/houtaikei.pdf)

ᐃ⩏䐟


ᐃ⩏䐠

䛂ಶேሗ䛃䠙䐟⏕Ꮡ䛩䜛䚸䐠ಶே䛻㛵䛩䜛ሗ䛷䛒䛳䛶䚸䐡≉ᐃ䛾
ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜒䛾(ಶே㆑ูᛶ)




ྡ่1ᯛ䛷䜒
ಶேሗ


⏕Ꮡ䛩䜛ಶே䛻㛵䛩䜛ሗ

䛂ಶே䝕䞊䝍䛃䠙ಶேሗ䝕䞊䝍䝧䞊䝇➼䜢ᵓᡂ䛩䜛ಶேሗ䚹
䛂ಶேሗ䝕䞊䝍䝧䞊䝇➼䛃䠙䐟ಶேሗ䜢ྵ䜐ሗ䛾㞟ྜ≀䛷
䛒䛳䛶䚸䐠䝁䞁䝢䝳䞊䝍䜢⏝䛔䛶᳨⣴䛷䛝䜛䜘䛖䛻య⣔ⓗ䛻ᵓᡂ䛥
䜜䛯䜒䛾䚸ཪ䛿䚸䐟䛻ຍ䛘䛶䚸䐠䇻䝁䞁䝢䝳䞊䝍䜢⏝䛔䛯ሙྜ䛻༉
ᩛ䛩䜛䜋䛹䛾᳨⣴ᐜ᫆ᛶ䜢క䛳䛶య⣔ⓗ䛻ᵓᡂ䛥䜜䛯䜒䛾䚹
䛂ಶேሗྲྀᢅᴗ⪅䛃䠙ಶேሗ䝕䞊䝍䝧䞊䝇➼䜢ᴗ䛾⏝䛻
౪䛧䛶䛔䜛⪅䚹䛯䛰䛧䚸5,000ேศ䜢㉸䛘䜛ಶேሗ䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖ሙ
ྜ䛻㝈䜛䚹

≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛷䛝䜛ሗ
䛾ሗ䛸↷ྜ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸䛭䜜䛻䜘䜚≉ᐃ䛾
ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣䛸䛸䛺䜛䜒䛾䜢ྵ䜐
5

192 図書館と法

せ௳䜢‶䛯䛫䜀䚸ศ㔝䜢ၥ䜟䛪䛒䜙䜖䜛Ẹ㛫ᴗ⪅䛜ヱᙜ䛩䜛䚹 6

ಶேሗྲྀᢅᴗ⪅䛾⩏ົ➼

ᐃ⩏䐡

䛂ಶேሗ䛃䜢ᢅ䛖㝿䛾
⩏ົ

䛂ಶே䝕䞊䝍䛃䜢ᢅ䛖㝿 䛂ಖ᭷ಶே䝕䞊䝍䛃䜢ᢅ
䛾⩏ົ
䛖㝿䛾⩏ົ
zබ⾲➼(➨24᮲)
zṇ☜ᛶ䛾☜ಖ
z⏝┠ⓗ䛾≉ᐃ
(➨19᮲)
(➨15᮲)
z㛤♧(➨25᮲)
zᏳ⟶⌮ᥐ⨨
z⏝┠ⓗ䛻䜘䜛ไ㝈
zゞṇ➼(➨26᮲)
(➨20᮲)
(➨16᮲)
z⏝Ṇ➼
zᚑᴗ⪅䛾┘╩
z㐺ṇ䛺ྲྀᚓ
(➨27᮲)
(➨21᮲)
(➨17᮲)
z⌮⏤䛾ㄝ᫂
zྲྀᚓ䛻㝿䛧䛶䛾⏝┠ zጤクඛ䛾┘╩
(➨28᮲)
(➨22᮲)
ⓗ䛾㏻▱➼
z㛤♧➼䛾ồ䜑䛻ᛂ䛨
(➨18᮲)
z➨୕⪅ᥦ౪䛾ไ㝈
䜛ᡭ⥆(➨29᮲)
(➨23᮲)
zⱞ䛾ฎ⌮
z➨30᮲(ᡭᩘᩱ)
(➨31᮲)

䛂ಖ᭷ಶே䝕䞊䝍䛃䠙ಶேሗྲྀᢅᴗ⪅䛜䚸㛤♧䚸ゞ
ṇ➼䛾ᶒ㝈䜢᭷䛩䜛ಶே䝕䞊䝍䚹䛯䛰䛧䚸༙ᖺ௨ෆ䛻ᾘ
ཤ䛩䜛䜒䛾䛿㝖䛟䚹
 䛂ᮏே䛃䠙ಶேሗ䛻䜘䛳䛶㆑ู䛥䜜䜛≉ᐃ䛾ಶே䚹


7

እ

㐪䛩䜛䛸⨩๎䛾ᑐ㇟䛻䛺䜛(䛶䛷䛿䛺䛔䛜)䚹

8

⨩๎

Ꮫ䛭䛾䛾Ꮫ⾡◊✲䜢┠ⓗ䛸䛩䜛ᶵ㛵ⱝ䛧䛟䛿ᅋయཪ
䛿䛭䜜䜙䛻ᒓ䛩䜛⪅䛜䚸Ꮫ⾡◊✲䛾⏝䛻౪䛩䜛┠ⓗ䛷ಶ
ேሗ䜢ྲྀᢅ䛖ሙྜ䚸ಶேሗྲྀᢅᴗ⪅䛾⩏ົ➼䛿㐺
⏝䛥䜜䛪䚹

ົ⮧䛾௧㐪

6᭶௨ୗ䛾ᠬᙺཪ䛿30
௨ୗ䛾⨩㔠

ሗ࿌㐪䚸ഇሗ࿌

30௨ୗ䛾⨩㔠

⚾❧Ꮫ䛾㝃ᒓᅗ᭩㤋䛜ヱᙜ
ἲே䛻䜒⨩㔠ฮ
9

10

⊂❧⾜ᨻἲேἲ䛾ᑐ㇟ἲே㻔㻞㻜㻠ἲே㻕



⊂❧⾜ᨻἲே 104ἲே
ᅜ❧Ꮫἲே 86ἲே

Ꮫඹྠ⏝ᶵ㛵ἲே 䠐ἲே
≉Ṧἲே 䠒ἲே
 ㄆྍἲே 3ἲே
 䛭䛾ἲே 1ἲே


⊂❧⾜ᨻἲே➼ಶேሗಖㆤἲ



11

12
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ἲᚊ䛾┠ⓗ

⊂❧⾜ᨻἲேಶேሗಖㆤἲ䛾ᵓᡂ





➨1❶ ⥲๎(➨1᮲䞉➨2᮲)
➨2❶ ⊂❧⾜ᨻἲே➼䛻䛚䛡䜛ಶேሗ䛾ྲྀᢅ䛔(➨3᮲䡚➨10᮲)
➨3❶ ಶேሗ䝣䜯䜲䝹(➨11᮲)
➨4❶ 㛤♧䚸ゞṇཬ䜃⏝Ṇ
 ➨1⠇ 㛤♧(➨12᮲䡚➨26᮲)
 ➨2⠇ ゞṇ(➨27᮲䡚➨35᮲)

⊂❧⾜ᨻἲே➼䛻䛚䛔䛶ಶேሗ䛾⏝䛜ᣑ䛧䛶䛔䜛䛣䛸
䜢⫼ᬒ䛻
⊂❧⾜ᨻἲே➼䛻䛚䛡䜛ಶேሗ䛾ྲྀᢅ䛔䛻㛵䛩䜛ᇶᮏⓗ㡯
䜢ᐃ䜑䜛䛣䛸䛻䜘䜚

➨3⠇ ⏝Ṇ(➨36᮲䡚➨41᮲)
 ➨4⠇ ␗㆟⏦䛧❧䛶(➨42᮲䡚➨44᮲)
➨5❶ 㞧๎(➨45᮲䡚➨49᮲)
➨6❶ ⨩๎(➨50᮲䡚➨54᮲)





⊂❧⾜ᨻἲே➼䛾
ົཬ䜃ᴗ䛾㐺ṇ䛛
䛴䛺㐠Ⴀ

13

v.

ಶே䛾ᶒ┈䛾
ಖㆤ

䝞䝷䞁䝇䜢ᅗ䜛䛣䛸䜢᭱⤊┠ⓗ䛸䛩䜛䚹

14

ᑐ㇟ሗ䐟
䛂ಶேሗ䛃䛾ᐃ⩏䛻㛵䛩䜛ὀព㡯

ಶேሗ
⏕Ꮡ䛩䜛ಶே䛻㛵䛩䜛ሗ
䠇
≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜒䛾
ಖ᭷ಶேሗ

⏕Ꮡ䛩䜛ಶே䛻㛵䛩䜛ሗ

䛣䛾ሗ䛜

≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛷䛝䜛ሗ

⊂❧⾜ᨻἲே➼䛾ᙺဨཪ䛿⫋ဨ䛜⫋ົୖసᡂ
orྲྀᚓ䛧䛯ಶேሗ
䠇
ᙜヱ⊂❧⾜ᨻἲே➼䛾ᙺဨཪ䛿⫋ဨ䛜⤌⧊ⓗ䛻⏝䛩䜛
ἲேᩥ᭩

䛾ሗ䛸↷ྜ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸䛭䜜䛻䜘䜚≉ᐃ䛾ಶ
ே䜢㆑ู䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣䛸䛸䛺䜛䜒䛾䜢ྵ䜐

15

16

᪂ಖྐ⏕䛂ಶேሗಖㆤ䜈䛾㐺ษ䛺ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶䛃(2006ᖺ11᭶16᪥)䛾ㅮ₇㈨ᩱ25㡫䜘䜚䚹

ᑐ㇟ሗ䐠
ಶேሗ䝣䜯䜲䝹⡙䛾సᡂ䞉බ⾲

ಖ᭷ಶேሗ

ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䛾ྡ⛠
⊂❧⾜ᨻἲே➼䛾ྡ⛠
ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䜢⏝䛩䜛ົ䜢䛴䛛䛥䛹䜛⤌⧊䛾ྡ⛠

ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䠖ಖ᭷ಶேሗ䛾㞟ྜ≀

ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䛾⏝┠ⓗ

୍ᐃ䛾ົ䛾┠ⓗ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛻≉ᐃ䛾ಖ᭷ಶே
ሗ䜢㟁Ꮚィ⟬ᶵ䜢⏝䛔䛶᳨⣴䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻య
⣔ⓗ䛻ᵓᡂ䛧䛯䜒䛾
䝁䞁䝢䝳䞊䝍ሗ
or

ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䜈䛾グ㘓㡯┠䚸ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䛻グ㘓䛥䜜䜛ಶே䛾⠊ᅖ
ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䛻グ㘓䛥䜜䜛ಶேሗ䛾㞟᪉ἲ
グ㘓ሗ䜢ᙜヱ⊂❧⾜ᨻἲே➼௨እ䛾⪅䛻⤒ᖖⓗ䛻ᥦ౪䛩䜛ሙྜ䛻䛿䚸䛭䛾ᥦ౪ඛ
㛤♧ㄳồ䚸ゞṇㄳồ䚸⏝Ṇㄳồ䜢ཷ⌮䛩䜛⤌⧊䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ

୍ᐃ䛾ົ䛾┠ⓗ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛻Ặྡ䚸⏕ᖺ᭶᪥䚸
䛭䛾䛾グ㏙➼䛻䜘䜚≉ᐃ䛾ಖ᭷ಶேሗ䜢ᐜ᫆䛻
᳨⣴䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻య⣔ⓗ䛻ᵓᡂ䛧䛯䜒䛾
䝬䝙䝳䜰䝹ሗ

ゞṇㄳồ䚸⏝Ṇㄳồ䛻䛴䛔䛶䚸䛾ἲ௧䛻≉ู䛾ᡭ⥆䛜⨨䛛䜜䛶䛔䜛ሙྜ䛾グ㍕
䝁䞁䝢䝳䞊䝍䝣䜯䜲䝹䛛䝬䝙䝳䜰䝹䝣䜯䜲䝹䛛䛾✀ู

17
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䝬䝙䝳䜰䝹䝣䜯䜲䝹䛻䛴䛔䛶䚸䝁䞁䝢䝳䞊䝍䝣䜯䜲䝹䛾⏝┠ⓗཬ䜃グ㘓⠊ᅖෆ䛻ヱᙜ䛩䜛䛛ྰ
䛛
18

సᡂ䞉බ⾲䛧䛺䛟䛶䜒䜘䛔ሙྜ
ᙺဨ䚸⫋ဨ➼䛻㛵䛩䜛ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䛷䛒䛳䛶䚸ᑓ䜙䛭䛾ே䚸⤥ⱝ䛧䛟䛿⚟ཌ⏕
䛻㛵䛩䜛㡯䜢グ㘓䛩䜛䜒䛾
ᑓ䜙ヨ㦂ⓗ䛺䝁䞁䝢䝳䞊䝍ฎ⌮䛻⏝䛩䜛䛯䜑䛾ಶேሗ䝣䜯䜲䝹
බ⾲ᑐ㇟䛾ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䛻ྵ䜎䜜䛶䛔䜛グ㘓
୍ᖺ௨ෆ䛻ᾘཤ䛩䜛ሗ䛾䜏䜢グ㘓䛩䜛ಶேሗ䝣䜯䜲䝹
㈨ᩱ䚸≀ရ䚸㔠㖹䛾㏦ཪ䛿ᴗົୖ䛾㐃⤡䜢⾜䛖䛯䜑䛾ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䛷䛒䛳䛶䚸┦ᡭ
᪉䛾Ặྡ䚸ఫᡤ➼䚸㏦ཪ䛿㐃⤡䛻ᚲせ䛺㡯䛾䜏䜢グ㘓䛩䜛䜒䛾
ᙺဨ䚸⫋ဨ䛜Ꮫ⾡◊✲┠ⓗ䛷సᡂ䚸ྲྀᚓ䛩䜛ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䛷䛒䛳䛶䚸ᑓ䜙ᙜヱᏛ⾡
◊✲䛾┠ⓗ䛾䛯䜑䛻⏝䛩䜛䜒䛾
ᮏே䛾ᩘ䛜1000ே䛻‶䛯䛺䛔ಶேሗ䝣䜯䜲䝹
⾜ᨻᶵ㛵䛜㞠⏝䛧䚸ᅜ௨እ䛾ປົ䛻᭹䛩䜛⪅䛻㛵䛩䜛ே䚸⤥䚸⚟ཌ⏕䛻㛵䛩䜛
㡯䜢グ㘓䛩䜛䜒䛾➼

ྡྂᒇᕤᴗᏛ䛾(http://www.nitech.ac.jp/release/johokaiji/file.html#m-13)

19

ಶேሗ䝣䜯䜲䝹⡙䜈䛾グ㍕䜔ᥖ㍕䚸ົཪ䛿ᴗ䛾㐺ṇ䛺㐙⾜䛻ⴭ䛧䛔ᨭ㞀䜢ཬ䜌䛩
䛚䛭䜜䛜䛒䜛䛸ㄆ䜑䜛䛸䛝(䛿䛭䛾㒊ศ䜢グ㍕䚸ᥖ㍕䛧䛺䛔䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹)
20

୍ゝ䛷䛔䛖䛸
ಶேሗ䚸ಖ᭷ಶேሗ䛾ྲྀᢅ䛔䛻㛵䛩䜛䝹䞊䝹

䜲䞁䝝䜴䝇ሗ
䝔䝇䝖䝕䞊䝍



䝞䝑䜽䜰䝑䝥




䠍ᖺ௨ෆ䛻ᾘཤ



ಖ᭷䛾ไ㝈
⏝┠ⓗ䛾᫂♧
㐺ṇ䛺ྲྀᚓ
ᚑᴗ⪅䛾⩏ົ

䛂ಶேሗ䛃䛻㛵䛩䜛⩏ົ

㏦䜔㐃⤡⏝


Ꮫ⾡◊✲┠ⓗ



䠍䠌䠌䠌ேᮍ‶




⾜ᨻᶵ㛵䛻䜘䜛㞠⏝⪅䛾䜲䞁䝝䜴䝇ሗ

ᴗົ䜈䛾ⴭ䛧䛔ᨭ㞀

ṇ☜ᛶ䛾☜ಖ
Ᏻ☜ಖ䛾ᥐ⨨
⏝ཬ䜃ᥦ౪䛾ไ㝈
ᥦ౪䜢ཷ䛡䜛⪅䛻ᑐ䛩䜛
ᥐ⨨せồ

䛂ಖ᭷ಶேሗ䛃䛻㛵䛩䜛
⩏ົ

21

22

᪂ಖྐ⏕䛂ಶேሗಖㆤ䜈䛾㐺ษ䛺ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶䛃(2006ᖺ11᭶16᪥)䛾ㅮ₇㈨ᩱ35㡫䜘䜚䚹

ಶேሗ䛾ಖ᭷䛾ไ㝈

⏝┠ⓗ䛾᫂♧

ಖ᭷䛾ไ㝈

ἲ௧ୖ䛾ᴗົ䜢㐙⾜䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺ሙྜ
䛻㝈䜛䚹

⏝┠ⓗ

䛷䛝䜛㝈䜚≉ᐃ

┠ⓗእ⏝

⚗Ṇ

⏝┠ⓗ䛾ኚ᭦

ኚ᭦๓䛾⏝┠ⓗ䛸┦ᙜ䛾㛵㐃ᛶ䜢᭷䛩䜛
⠊ᅖෆ䚹

ᮏே䛛䜙┤᥋ಶேሗ䜢ྲྀᚓ

ಖ᭷䠙ἲ௧䛾ᐃ䜑䜛ᡤᤸົ䛾㐙⾜䛻ᚲせ䛺⠊ᅖ
⏝┠ⓗ䛾≉ᐃ

PC䛾ධຊ⏬㠃䜈䛾ᡴ䛱㎸䜏➼

᭩㠃➼

ே䛾⏕䚸㌟యཪ䛿㈈⏘䛾ಖㆤ䛾䛯䜑䛻⥭ᛴ䛻ᚲせ䚹
ᮏேཪ䛿➨୕⪅䛾⏕䚸㌟య䚸㈈⏘䛭䛾䛾ᶒ┈䜢ᐖ䛩䜛䛚䛭䜜䚹

ኚ᭦ᚋ䛾⏝┠ⓗ

ᅜ䛾ᶵ㛵䚸⊂❧⾜ᨻἲே➼䛜⾜䛖ົཪ䛿ᴗ䛾㐺ṇ䛺㐙⾜䛻ᨭ㞀䜢ཬ䜌䛩䛚䛭䜜䚹

ኚ᭦๓䛾⏝┠ⓗ䛸┦ᙜ䛾㛵㐃ᛶ䜢᭷䛩䜛䛸ྜ⌮ⓗ䛻ㄆ䜑䜙䜜䜛⠊ᅖ䛻㝈䜙䜜䜛䚹
ᒸᮧஂ㐨䛄ಶேሗಖㆤἲ䛅(ၟἲົ䚸᪂ゞ∧䚸2009ᖺ)356㡫䚸ᅗ8䜘䜚䚹

⏝┠ⓗ䜢᫂♧
እ

ྲྀᚓ䛾≧ἣ䛛䜙䜏䛶⏝┠ⓗ䛜᫂䜙䛛䚹
23

24
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Ἴ⣠ᗈ䛢䜛Ṋ㞝ᕷᅗ᭩㤋䛾䝒䝍䝲ጤクィ⏬


䞉䞉䞉⏝䜹䞊䝗䛾ಶேሗ⟶⌮䜢Ᏻど䛩䜛ኌ䜒ୖ䛜䛳
䛶䛔䜛䚹㈚䛧ฟ䛧ᒚṔ䛿ᛮ䜔ಙ᮲䚸Ⴔዲ䠄䛧䛣䛖䠅䜒ศ
ᯒ䛷䛝䜛㔜せ䛺ಶே ሗ䚹⌧ᅾ䛿㏉༷䛸ྠ䛻グ㘓䜢
ᾘཤ䛧䛶䛔䜛䛜䚸ᵽΏၨ♸ᕷ㛗䛿䛣䛖䛧䛯ሗ䜢ά⏝䛧
䛶䛂ู䛾ᮏ䛾᥎⸀䠄䝸䝁䝯䞁䝗䠅䜒䛧䛯䛔䛃䛸䛾ពྥ䜢♧䛧䛯䚹
䝛䝑䝖䜢 ୰ᚰ䛻䚸Ẹ㛫䛜ሗ⟶⌮䛩䜛༴㝤ᛶ䛺䛹䜢ᠱᛕ
䛩䜛ពぢ䛜┦ḟ䛔䛰 䚹

25

2012ᖺ5᭶5᪥బ㈡᪂⪺グ(http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2204442.article.html)

26

27

2012ᖺ7᭶6᪥బ㈡᪂⪺グ(http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2241726.article.html)䜘䜚

28

బ㈡᪂⪺(http://www.saga-s.co.jp/news/global/corenews.0.2199644.article.html)䜘䜚

2012ᖺ6᭶12᪥బ㈡᪂⪺グ(http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2222748.article.html)䜘䜚

⏝ཬ䜃ᥦ౪䛾ไ㝈

ཎ๎

ἲ௧䛻ᇶ䛵䛟ሙྜ䜢㝖䛝䚸⏝┠ⓗ௨እ䛾┠ⓗ䛾䛯䜑䛻ಖ᭷ಶேሗ䜢⮬䜙⏝
䛧䚸ཪ䛿ᥦ౪䛧䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹

እ
ᮏே䛾ྠព䛜䛒䜛䛸䛝䚸ཪ䛿ᮏே䛻ᥦ౪䛩䜛䛸䛝
ἲ௧ୖ䛾ᴗົ䛾㐙⾜䛻ᚲせ䛺㝈ᗘ䛷ಖ᭷ಶேሗ䜢ෆ㒊⏝䛩䜛ሙྜ䛷䛒䛳䛶䚸
ᙜヱಖ᭷ಶேሗ䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶┦ᙜ䛺⌮⏤䛾䛒䜛䛸䛝
⾜ᨻᶵ㛵䜔䛾⊂❧⾜ᨻἲே➼䛻ಖ᭷ಶேሗ䜢ᥦ౪䛩䜛ሙྜ䛻䛚䛔䛶䚸ᥦ౪䜢
ཷ䛡䜛⪅䛜䚸ἲ௧ୖ䛾ົ➼䛾㐙⾜䛻ᚲせ䛺㝈ᗘ䛷䚸ᥦ౪䛻ಀ䜛ಶேሗ䜢⏝
䛧䚸䛛䛴䚸ᙜヱಶேሗ䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶┦ᙜ䛺⌮⏤䛾䛒䜛䛸䛝
ᑓ䜙⤫ィసᡂཪ䛿Ꮫ⾡◊✲䛾┠ⓗ䛾䛯䜑䛻ᥦ౪䛩䜛䛸䛝䚸ᥦ౪䛜᫂䜙䛛䛻ᮏே䛾
┈䛻䛺䜛䛸䛝䚸䛭䛾≉ู䛾⌮⏤䛾䛒䜛䛸䛝

䜃ཎ๎

䈜ᚲせ䛺ሙྜ䛻䛿ᥦ౪ඛ䛻ᑐ䛧䛶ಶ
ேሗ⟶⌮䛾䛯䜑䛾ᥐ⨨せồ

䈜≉䛻ᚲせ䛺ሙྜ䛻䛿┠ⓗእ䛻䛚䛡䜛ෆ㒊⏝䜢≉ᐃ䛾
ᙺဨ➼䛻㝈ᐃ䚹

┠ⓗእ⏝ཪ䛿ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸ᮏேཪ䛿➨୕⪅䛾ᶒ┈䜢ᙜ䛻ᐖ䛩䜛䛚䛭29
䜜䛜䛒䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛䛸䛝䚹
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⨩๎䐟
⊂❧⾜ᨻἲே➼䛾⫋ဨ䚸௨๓
䛣䜜䜙䛾⫋䛻ᚑ䛧䛶䛔䛯⪅

ṇᙜ䛺⌮⏤䛺䛟䚸ಶே䛾⛎ᐦ䛜グ㘓
䛥䜜䛯䝁䞁䝢䝳䞊䝍ฎ⌮䛻䜘䜛ಶே
ሗ䝣䜯䜲䝹䜢ᥦ౪

⊂❧⾜ᨻἲே➼䛛䜙䛾ಶேሗ䛾
ྲྀᢅ䛔䛻㛵䛩䜛ཷクᴗົ䛻ᚑ䛧ཪ
䛿ᚑ䛧䛶䛔䛯⪅

ᴗົ䛻㛵䛧䛶▱䜚ᚓ䛯ಖ᭷ಶேሗ䜢
⮬ᕫⱝ䛧䛟䛿➨୕⪅䛾ṇ䛺┈䜢ᅗ
䜛┠ⓗ䛷ᥦ౪ཪ䛿┐⏝

2ᖺ௨ୗ䛾ᠬᙺཪ䛿
100௨ୗ䛾⨩㔠

ᅜእ䛷䜔䛳䛶䜒䜰䜴䝖

1ᖺ௨ୗ䛾ᠬᙺཪ䛿50
௨ୗ䛾⨩㔠
30

⨩๎䐠
⊂❧⾜ᨻἲே➼䛾⫋ဨ

ⴭసᶒἲ䛾ᇶ♏▱㆑

⫋ᶒ䜢℃⏝䛧䛶䚸ᑓ䜙⫋ົ䛾⏝௨እ┠ⓗ䛷ಶே䛾⛎ᐦ䛜
グ㘓䛥䜜䛯ᩥ᭩䚸ᅗ⏬ཪ䛿㟁☢ⓗグ㘓䜢㞟

1ᖺ௨ୗ䛾ᠬᙺཪ䛿
50௨ୗ䛾⨩㔠
31

ᅜእ䛷䜔䛳䛶䜒䜰䜴䝖

▱ⓗ㈈⏘ᶒ䛾ศ㢮
⏘ᴗ㈈⏘ᶒ

▱ⓗ㈈⏘ᶒ

32

ⴭసᶒἲ䛾┠ⓗ


䐟≉チᶒ䠖Ⓨ᫂
䐠ᐇ⏝᪂ᶒ䠖⪃
䐡ពᶒ䠖䝕䝄䜲䞁
䐢ၟᶆᶒ䠖䝻䝂

ⴭసᶒ

➨1᮲䛂䛣䛾ἲᚊ䛿䚸ⴭస≀୪䜃䛻ᐇ₇䚸䝺䝁䞊䝗䚸ᨺ㏦
ཬ䜃᭷⥺ᨺ㏦䛻㛵䛧ⴭస⪅䛾ᶒཬ䜃䛣䜜䛻㞄᥋䛩䜛
ᶒ䜢ᐃ䜑䚸䛣䜜䜙䛾ᩥⓗᡤ⏘䛾බṇ䛺⏝䛻␃ព
䛧䛴䛴䚸ⴭస⪅➼䛾ᶒ䛾ಖㆤ䜢ᅗ䜚䚸䜒䛴䛶ᩥ䛾Ⓨ
ᒎ䛻ᐤ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䚹䛃

䛭䛾䠖ṇ➇த㜵Ṇἲ䚸䝟䝤䝸
䝅䝔䜱ᶒ䛺䛹

33

ⴭసᶒἲ䛾ศ㢮

34

ⴭస≀
⊃⩏



ⴭస⪅䛾ᶒ
ᗈ⩏

ⴭస⪅ே᱁ᶒ

ⴭసᶒ

ᛮཪ䛿ឤ
సᛶ
 ⾲⌧
 ᩥⱁ䚸Ꮫ⾡䚸⨾⾡ཪ䛿㡢ᴦ䛾⠊ᅖ


ⴭసᶒ

୍⯡䛾ⴭస≀(ᑠㄝ䚸ᴦ᭤䚸⤮⏬➼)
ḟⓗⴭస≀
 ⦅㞟ⴭస≀
 䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ⴭస≀

せ௳




ⴭస㞄᥋ᶒ
ⴭసᶒ䛿స䜜䜀Ⓨ⏕䠙↓᪉ᘧ⩏

35

✀㢮
36
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ⴭసᶒ

ⴭస≀䛾✀㢮㻔♧㻕

」〇ᶒ

ⴭస≀䜢༳ๅ䚸┿䚸」䚸㘓㡢䚸㘓⏬䛺䛹䛾᪉ἲ䛻䜘䛳䛶᭷ᙧⓗ䛻〇
䛩䜛ᶒ

㡢ᴦ䛾ⴭస≀

ୖ₇ᶒ䞉₇ዌᶒ

ⴭస≀䜢බ䛻ୖ₇䛧䛯䜚䚸₇ዌ䛧䛯䜚䛩䜛ᶒ

⯙㋀ཪ䛿↓ゝ䛾ⴭస≀

ୖᫎᶒ

ⴭస≀䜢බ䛻ୖᫎ䛩䜛ᶒ

⤮⏬䚸∧⏬䚸᙮้䛭䛾䛾⨾⾡䛾ⴭస≀

බ⾗㏦ಙᶒ䞉ఏ㐩 ⴭస≀䜢⮬ືබ⾗㏦ಙ䛧䛯䜚䚸ᨺ㏦䛧䛯䜚䚸᭷⥺ᨺ㏦䛧䛯䜚䚸䜎䛯䚸䛭䜜䜙䛾බ⾗㏦ಙ
ᶒ
䛥䜜䛯ⴭస≀䜢ཷಙ⨨䜢䛳䛶බ䛻ఏ㐩䛩䜛ᶒ

ᑠㄝ䚸⬮ᮏ䚸ㄽᩥ䚸ㅮ₇䛭䛾䛾ゝㄒ䛾ⴭస≀

ᘓ⠏䛾ⴭస≀

ཱྀ㏙ᶒ

ⴭస≀䜢ᮁㄞ䛺䛹䛾᪉ἲ䛻䜘䜚ཱྀ㢌䛷බ䛻ఏ䛘䜛ᶒ

ᒎ♧ᶒ

⨾⾡䛾ⴭస≀䛸ᮍⓎ⾜䛾┿ⴭస≀䛾ཎసရ䜢බ䛻ᒎ♧䛩䜛ᶒ

ᫎ⏬䛾ⴭస≀

㡺ᕸᶒ

ᫎ⏬䛾ⴭస≀䛾」〇≀䜢㡺ᕸ䠄㈍䞉㈚䛺䛹䠅䛩䜛ᶒ

┿䛾ⴭస≀

ㆡΏᶒ

ᫎ⏬௨እ䛾ⴭస≀䛾ཎసရཪ䛿」〇≀䜢බ⾗䜈ㆡΏ䛩䜛ᶒ

䝥䝻䜾䝷䝮䛾ⴭస≀

㈚ᶒ

ᫎ⏬௨እ䛾ⴭస≀䛾」〇≀䜢බ⾗䜈㈚䛩䜛ᶒ

ḟⓗⴭస≀

⩻ヂᶒ䞉⩻ᶒ䛺
䛹

ⴭస≀䜢⩻ヂ䚸⦅᭤䚸ኚᙧ䚸⩻䛩䜛ᶒ㻔ḟⓗⴭస≀䜢స䛩䜛䛣䛸䛻ཬ䜆ᶒ㻕㻌

ḟⓗⴭస≀䛾
⏝ᶒ

⮬ศ䛾ⴭస≀䜢ཎసရ䛸䛩䜛ḟⓗⴭస≀䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䚸ḟⓗⴭస≀
䛾ⴭసᶒ⪅䛜ᣢ䛴䜒䛾䛸ྠ䛨ᶒ

ᆅᅗཪ䛿Ꮫ⾡ⓗ䛺ᛶ㉁䜢᭷䛩䜛ᅗ㠃䚸ᅗ⾲䚸ᶍᆺ䛭䛾䛾ᅗᙧ䛾ⴭస≀

⦅㞟ⴭస≀䞉䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ⴭస≀
ᐇ䛾ఏ㐩䛻䛩䛞䛺䛔㞧ሗཬ䜃䛾ሗ㐨䛿䚸ⴭస≀䛻ヱᙜ䛧䛺䛔䚹

37

ⴭస⪅ே᱁ᶒ
බ⾲ᶒ

38

ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊䛂䛿䛨䜑䛶䛾ⴭసᶒㅮᗙ䛃䜘䜚(http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html)

ⴭస≀䛾⏝䛻㛵䛩䜛䝣䝻䞊

⮬ศ䛾ⴭస≀䛷䚸䜎䛰බ⾲䛥䜜䛶䛔䛺䛔䜒䛾䜢බ
⾲䛩䜛䛛䛧䛺䛔䛛䚸䛩䜛䛸䛩䜜䜀䚸䛔䛴䚸䛹䛾䜘䛖䛺
᪉ἲ䛷බ⾲䛩䜛䛛䜢Ỵ䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛ᶒ䚹

ⴭసᶒἲ䛷ಖㆤ䛥䜜䜛ⴭస≀䛛
Yes
ⴭసᶒἲୖ䛾ᶒ䛛

Ặྡ⾲♧ᶒ

ྠ୍ᛶಖᣢᶒ

⮬ศ䛾ⴭస≀䜢බ⾲䛩䜛䛸䛝䛻䚸ⴭస⪅ྡ䜢⾲♧
䛩䜛䛛䛧䛺䛔䛛䚸䛩䜛䛸䛩䜜䜀䚸ᐇྡ䛛ኚྡ䛛䜢Ỵ
䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛ᶒ䚹

Yes
⮬⏤⏝つᐃ䛻ヱᙜ䛩䜛䛛
No

⮬ศ䛾ⴭస≀䛾ෆᐜཪ䛿㢟ྕ䜢⮬ศ䛾ព䛻䛧
䛶ᡭ䛻ᨵኚ䛥䜜䛺䛔ᶒ䚹

ಖㆤᮇ㛫ෆ䛛
Yes

ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊䛂䛿䛨䜑䛶䛾ⴭసᶒㅮᗙ䛃䜘䜚
(http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html)䚹

チㅙᚲせ

39

⮬⏤⏝䐟















⚾ⓗ⏝䛾䛯䜑䛾」〇(30᮲)
ᅗ᭩㤋➼䛻䛚䛡䜛」〇(31᮲)
ᘬ⏝(32᮲)
ᩍ⛉⏝ᅗ᭩➼䜈䛾ᥖ㍕(33᮲)
ᩍ⛉⏝ᣑᅗ᭩➼䛾సᡂ䛾䛯䜑䛾」〇(33᮲䛾2)
Ꮫᰯᩍ⫱␒⤌䛾ᨺ㏦➼(34᮲)
Ꮫᰯ䛭䛾䛾ᩍ⫱ᶵ㛵䛻䛚䛡䜛」〇➼(35᮲)
ヨ㦂ၥ㢟䛸䛧䛶䛾」〇➼(36᮲)
どぬ㞀ᐖ⪅➼䛾䛯䜑䛾」〇➼(37᮲)
⫈ぬ㞀ᐖ⪅䛾䛯䜑䛾⮬ືබ⾗㏦ಙ(37᮲䛾2)
Ⴀ䜢┠ⓗ䛸䛧䛺䛔ୖ₇➼(38᮲)
ၥ㢟䛻㛵䛩䜛ㄽㄝ䛾㌿㍕➼(39᮲)
ᨻୖ䛾₇ㄝ➼䛾⏝(40᮲)
䛾௳䛾ሗ㐨䛾䛯䜑䛾⏝(41᮲)
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No

No

Yes
No

⮬⏤䛻䛘䜛

40

⮬⏤⏝䐠
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ุᡭ⥆➼䛻䛚䛡䜛」〇(42᮲)
⾜ᨻᶵ㛵ሗබ㛤ἲ➼䛻䜘䜛㛤♧䛾䛯䜑䛾⏝(42᮲䛾2)
ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋ἲ䛻䜘䜛䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖㈨ᩱ䛾㞟䛾䛯䜑䛾」〇(42᮲䛾3)
⩻ヂ䚸⩻➼䛻䜘䜛⏝(43᮲)
ᨺ㏦ᴗ⪅➼䛻䜘䜛୍ⓗᅛᐃ(44᮲)
⨾⾡䛾ⴭస≀➼䛾ཎసရ䛾ᡤ᭷⪅䛻䜘䜛ᒎ♧(45᮲)
බ㛤䛾⨾⾡䛾ⴭస≀➼䛾⏝(46᮲)
⨾⾡䛾ⴭస≀➼䛾ᒎ♧䛻క䛖」〇(47᮲)
⨾⾡䛾ⴭస≀➼䛾ㆡΏ䛸䛾⏦ฟ䛻క䛖」〇➼(47᮲䛾2)
䝥䝻䜾䝷䝮䛾ⴭస≀䛾」〇≀䛾ᡤ᭷⪅䛻䜘䜛」〇➼(47᮲䛾3)
ಖᏲ䚸ಟ⌮➼䛾䛯䜑䛾୍ⓗ」〇(47᮲䛾4)
㏦ಙ䛾㞀ᐖ䛾㜵Ṇ➼䛾䛯䜑䛾」〇(47᮲䛾5)
㏦ಙྍ⬟䛥䜜䛯ሗ䛾㏦ಙඖ㆑ู➢ྕ䛾᳨⣴➼䛾䛯䜑䛾」〇➼(47᮲䛾6)
ሗゎᯒ䛾䛯䜑䛾」〇➼(47᮲䛾7)
㟁Ꮚィ⟬ᶵ䛻䛚䛡䜛ⴭస≀䛾⏝䛻క䛖」〇(47᮲䛾8)
42

ከᦶᕷ❧ᅗ᭩㤋௳䠖

⮬⏤⏝䠖ᅗ᭩㤋➼䛻䛚䛡䜛」〇(ㄪᰝ◊✲┠ⓗ)
䛂ᅗ᭩㤋➼䛃䛷䛒䜛䛣䛸䚹
」䛾య䛜ᅗ᭩㤋䛷䛒䜛䛣䛸䚹
 Ⴀ䜢┠ⓗ䛸䛧䛺䛔䛣䛸䚹
 ᅗ᭩㤋➼䛾ᅗ᭩䚸グ㘓䛭䛾䛾㈨ᩱ䜢⏝䛔䜛䛣䛸䚹
 ⏝⪅䛾ồ䜑䛻ᛂ䛨䛯」〇䛷䛒䜛䛣䛸䚹
 ㄪᰝ◊✲䛾⏝䛻౪䛩䜛┠ⓗ䛷䛒䜛䛣䛸䚹
 බ⾲䛥䜜䛯ⴭస≀䛷䛒䜛䛣䛸䚹
 ⴭస≀䛾୍㒊ศ䛾」〇䛷䛒䜛䛣䛸䚹
 1ே䛻䛴䛝୍㒊䛾ᥦ౪䛷䛒䜛䛣䛸䚹

ཎ࿌䠖ከᦶᕷ䛾ఫẸ
⿕࿌䠖ከᦶᕷ
 ᖹᡂ5ᖺ7᭶୰᪪㡭䚸ཎ࿌䛿䚸ከᦶᕷ❧ᅗ᭩㤋䛻ᑐ䛧䚸䛂ᅵ
ᮌᕤᏛ䛃䛾112㡫䛛䜙118㡫䜎䛷䜢」⏦ㄳ䛧䛯䛜䚸
ᣄྰ䛥䜜䛯䚹
 䛂ᅵᮌᕤᏛ䛃䛿䚸ᮏᩥ䛜822㡫䚸䛝䛟18䛾⠇䛻ศ䛛䜜
䛯⦅㞟ⴭస≀䛷䛒䜚䚸ⴭస⪅䜒㡯┠䛤䛸䛻ศ䛛䜜䛶䛔䜛䚹
 ཎ࿌䛿䚸⿕࿌䛻ᑐ䛧䚸ⴭసᶒἲ31᮲୍ྕ䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛟
」〇ᶒ䜢᭷䛩䜛䛣䛸䛾☜ㄆ➼䜢ồ䜑䛶ᥦッ䚹









43

ከᦶᕷ❧ᅗ᭩㤋௳䠖ྛุᡤ䛾⤖ㄽ


ከᦶᕷ❧ᅗ᭩㤋௳䠖䛺தⅬ䛸ุᡤ䛾ุ᩿

ᮾிᆅ᪉ุᡤᖹᡂ7ᖺ4᭶28᪥䠖ㄳồᲠ༷

ཎ࿌䛻」〇ᶒ䛿䛒䜛䛛䠛
䛂ᅗ᭩㤋䛻ᑐ䛧䚸」〇≀ᥦ౪ᴗົ䜢⾜䛖䛣䛸䜢⩏ົ䛡䛯
䜚䚸ⶶ᭩䛾」〇ᶒ䜢䛘䛯䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹䜎䛧䛶䜔䚸䛣䛾
つᐃ䜢䜒䛳䛶䚸ᅗ᭩㤋⏝⪅䛻ᅗ᭩㤋䛾ⶶ᭩䛾」〇ᶒ
䛒䜛䛔䛿୍㒊䛾」〇䜢䛩䜛ᶒ䜢ᐃ䜑䛯つᐃ䛸ゎ䛩䜛䛣
䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹䛃
 ᮏ௳ⴭస≀䛿య䛜1䛴䛾ⴭస≀䛛䠛


ཎ࿌᥍ッ


ᮾி㧗➼ุᡤᖹᡂ7ᖺ11᭶8᪥䠖᥍ッᲠ༷
᥍ッேୖッ
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᭱㧗ุᡤᖹᡂ9ᖺ1᭶23᪥䠖ୖ࿌Რ༷

䛂ᮏ௳ⴭస≀䛿䚸ྛ㡯┠ẖ䛻䜎䛸䜎䛳䛯ෆᐜ䜢᭷䛧䛶䛔䜛
䜒䛾䛸❚䜟䜜䛛䛴ⴭస⪅䛜᫂♧䛥䜜䛶䛃䛔䜛䚹
45

ಖㆤᮇ㛫

ၥ㢟Ⅼ

ⴭస≀䛾✀㢮
ಖㆤᮇ㛫
ᐇྡ㻔࿘▱䛾ኚྡ䜢ྵ䜐㻕䛾 Ṛᚋ㻡㻜ᖺ
ⴭస≀
↓ྡ䞉ኚྡ䛾ⴭస≀
බ⾲ᚋ㻡㻜ᖺ
㻔Ṛᚋ㻡㻜ᖺ⤒㐣䛜᫂䜙䛛䛷䛒䜜䜀䚸䛭䛾
䛸䛝䜎䛷㻕
ᅋయྡ⩏䛾ⴭస≀
බ⾲ᚋ㻡㻜ᖺ
㻔సᚋ㻡㻜ᖺ௨ෆ䛻බ⾲䛥䜜䛺䛡䜜䜀䚸
సᚋ㻡㻜ᖺ㻕㻌
ᫎ⏬䛾ⴭస≀
බ⾲ᚋ㻣㻜ᖺ
㻔సᚋ㻣㻜ᖺ௨ෆ䛻බ⾲䛥䜜䛺䛡䜜䜀䚸
సᚋ㻣㻜ᖺ㻕㻌

 ゎ㔘ㄽ䛸䛧䛶䛿␗ㄽ䛾వᆅ䜢ᣳ䜏䛻䛟䛔䚹

❧ἲㄽ䛸䛧䛶

ሗ䝃䞊䝡䝇䛾㟂
せቑ䜢⌮⏤䛻䚸
」〇䛾⮬⏤䜢ᗈ
䛟ㄆ䜑䜛䜉䛝䛛䠛

46

බ┈ⓗぢᆅ䛛䜙
䚸䜘䜚ཝ᱁䛻ゎ
䛩䜛䜉䛝䛛䠛

47

䈜ᬺᖺ⩏䠖స䚸බ⾲䚸Ṛஸ䛧䛯᪥䛾⩣ᖺ䛾䠍᭶䠍᪥䛛䜙㉳⟬

48
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199

㐪䛾ຠᯝ(Ẹ)

㐪䛾ຠᯝ(ฮ)

ᕪṆㄳồᶒ
ᐖ䛾Ṇ䞉ண㜵
ᐖ⾜Ⅽ䛻䜘䜚సᡂ䛧䛯≀䜔ᐖ⾜Ⅽ䜢䛩䜛䛯䜑䛾ᶵ
Ე䞉ჾල㢮䛾ᗫᲠ➼䛾ㄳồ
 ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ



ⴭసᶒ䚸ฟ∧ᶒ䚸ⴭస㞄᥋ᶒᐖ
10ᖺ௨ୗ䛾ᠬᙺཪ䛿1,000௨ୗ䛾⨩㔠
ἲே䛿3൨௨ୗ䛾⨩㔠
 ⴭస⪅ே᱁ᶒ䞉ᐇ₇ᐙே᱁ᶒᐖ➼
5ᖺ௨ୗ䛾ᠬᙺཪ䛿500௨ୗ䛾⨩㔠
ἲே䛿ᮏ᮲䛸ྠ䛨⨩㔠
 ぶ࿌⨥䠖࿌ッ䛜䛺䛡䜜䜀බッ䜢ᥦ㉳䛷䛝䛺䛔䚹



49

2009ᖺⴭసᶒἲᨵṇ




50

㻞㻜㻝㻞ᖺⴭసᶒἲᨵṇ
ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋䛻䜘䜛ᅗ᭩㤋㈨ᩱ䛾⮬ືබ⾗㏦ಙ䛻ಀ䜛つᐃ
䛾ᩚഛ
䊻ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋䛿䚸⤯∧➼㈨ᩱ䛻䛴䛔䛶䚸ᅗ᭩㤋➼䛻ᑐ䛧䛶⮬
ືබ⾗㏦ಙ䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣䛸䛸䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᅗ᭩㤋➼䛿䚸
⏝⪅䛾ồ䜑䛻ᛂ䛨䛶䚸ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋䛛䜙⮬ືබ⾗㏦ಙ䛥䜜
䛯⤯∧➼㈨ᩱ䛾୍㒊」〇䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹


䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖➼䜢ά⏝䛧䛯ⴭస≀⏝䛾䜢ᅗ䜛䛯䜑
䛾ᥐ⨨
㐪ἲ䛺ⴭస≀䛾ὶ㏻ᢚṆ䛾䛯䜑䛾ᥐ⨨
㞀ᐖ⪅䛾ሗ⏝䛾ᶵ䛾☜ಖ䛾䛯䜑䛾ᥐ⨨
ᅗ᭩㤋䛸䛾㛵ಀ䛷䛿

 බᩥ᭩➼䛾⟶⌮䛻㛵䛩䜛ἲᚊ➼䛻ᇶ䛵䛟⏝䛻ಀ䜛つᐃ䛾ᩚഛ
䊻ᅜ❧බᩥ᭩㤋䛾㛗➼䛿䚸බᩥ᭩➼䛾⟶⌮䛻㛵䛩䜛ἲᚊ➼䛾つ
ᐃ䛻䜘䜚䚸ⴭస≀➼䜢බ⾗䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸➼䜢┠ⓗ䛸䛩䜛ሙྜ䛻
䛿䚸ᚲせ䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛㝈ᗘ䛻䛚䛔䛶䚸ᙜヱⴭస≀➼䜢⏝䛷䛝䜛
䛣䛸䛸䛩䜛䚹

(1) ᅜᅗ᭩㤋䛻䛚䛡䜛ᡤⶶ㈨ᩱ䛾㟁Ꮚ
(2) 㞀ᐖ⪅䛾ሗ⏝䛾ᶵ䛾☜ಖ
51

52

䐟


䛹䛾䜘䛖䛺ᅗ᭩㤋䛷䜒ᶒ⪅䛻↓᩿䛷」䝃䞊䝡䝇䛜䛷
䛝䜛䛾䛷䛧䜗䛖䛛䚹



ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋➼7䛴䛾㢮ᆺ䛾タ䛻ヱᙜ䛩䜛䛣䛸䚹
ྖ᭩ཪ䛿䛣䜜䛻‽䛪䜛⫋ဨ䜢⨨䛔䛶䛔䜛䛣䛸䚹

ⴭసᶒ䛻㛵䛩䜛ಶูၥ㢟



53
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ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q1 䚸㯮⃝⠇⏨䛄ᅗ
᭩㤋䛾ⴭసᶒᇶ♏▱㆑䛅(ኴ⏣ฟ∧䚸➨3∧䚸2011ᖺ)102㡫௨ୗཧ↷䚹

54

䐢
䐠䚸䐡
ⴭసᶒἲ➨30᮲䛾䛂⚾ⓗ⏝䛾䛯䜑䛾」〇䛃䛾つᐃ䛻
䜘䜚䚸ᅗ᭩㤋ෆ䛻䛚䛔䛶䜒䝁䜲䞁ᘧ」ᶵ䛷ᩥ䛾」
䛜䛷䛝䜛䛸⪺䛝䜎䛧䛯䛜䚸䛭䛖䛺䛾䛷䛧䜗䛖䛛䚹





」䝃䞊䝡䝇䛜䛷䛝䜛䛂ⴭస≀䛾୍㒊ศ䛃䛸䛿䛹䛾⠊ᅖ䛷䛧䜗䛖䛛䚹



ಶ䚻䛾ⴭస≀䛾༙ศ䜢㉸䛘䛺䛔⛬ᗘ䛸ゎ㔘䛥䜜䛶䛔䜛䚹

ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q4䚸㯮⃝䞉๓ᥖ䛄ᅗ᭩㤋䛾ⴭసᶒᇶ♏▱㆑䛅122㡫௨ୗཧ↷䚹

䐣


䛛䛛䜛ゎ㔘䛿㐪ἲ䚹䛯䛰䛧䝁䞁䝡䝙䛾䝁䝢䞊ᶵ➼䛷䛾
ᩥ䝁䝢䞊䛿ᬻᐃⓗ䛻㐺ἲ䛺䜒䛾䛸䛧䛶ᢅ䜟䜜䛶䛔䜛䚹

ᐃᮇห⾜≀䛻㛵䛩䜛䛂Ⓨ⾜ᚋ┦ᙜᮇ㛫䛃䛸䛿䛹䛾⛬ᗘ䛸⪃䛘䛯䜙䜘
䛔䛾䛷䛧䜗䛖䛛䚹



ḟྕ䛜Ⓨ⾜䛥䜜䜛䜎䛷䚸ཪ䛿䚸ᖺห䛾ᐃᮇห⾜≀䛻䛴䛔䛶䛿䚸3䞄᭶㛫䚹
䝞䝑䜽䝘䞁䝞䞊䜢ᐜ᫆䛻ධᡭ䛷䛝䜛ሙྜ䛿䚸ḟྕ䛜ฟ䛶䜒䛂Ⓨ⾜ᚋ┦ᙜ
ᮇ㛫䛃䛸䛿䛔䛔䛜䛯䛔䚹



ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q2-Q3 䚸㯮⃝䞉๓ᥖ䛄ⴭసᶒ䛾ᇶ
♏▱㆑䛅106䚸109㡫௨ୗཧ↷䚹
55

䐤

56

䐥䚸䐦

⮬㤋䛻䛺䛔㈨ᩱ䛻䛴䛔䛶⏝⪅䛛䜙」ㄳồ䛜䛒䛳䛯䛾䛷㈨ᩱ䜢
ᡤⶶ䛧䛶䛔䜛䛾ᅗ᭩㤋䛻ᩥ⊩䛾」౫㢗䜢䛧䛶ᑐᛂ䛧䛯䛔䛾䛷
䛩䛜䚸䜘䜝䛧䛔䛷䛧䜗䛖䛛䚹



ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q5ཧ↷䚹
䈜ከᦶᕷ❧ᅗ᭩㤋௳
䈜䛂」〇≀䛾䜚㎸䜏䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃(2006ᖺ)

䛂ᅗ᭩㤋㛫༠ຊ䛻䛚䛡䜛⌧≀㈚䛷䜚ཷ䛡䛯ᅗ᭩䛾」〇䛻㛵䛩䜛

䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䛾ྲྀ䜚Ỵ䜑䛻ᇶ䛵䛝䚸౫㢗䜢ཷ䛡䛯ᅗ᭩㤋䛜䚸」〇䜢䛧䛶
ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q6䚸㯮⃝䞉๓ᥖ䛄ᅗ᭩㤋䛾ⴭసᶒᇶ♏▱㆑䛅
126㡫௨ୗཧ↷䚹

᭱㏆䚸ᅗ᭩㤋䛾㞧ㄅ䛾㘓䛻CD-ROM䜔䝣䝻䝑䝢䞊䛜䛴䛔䛶䛔
䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䛜䚸㤋እ㈚ฟ䜢䛧䛶䜒䛛䜎䛔䜎䛫䜣䛛䚹



㡢ᴦᩍᮦ䛻䛿㈚ᶒ䛜ཬ䜆䚹䛯䛰䛧䚸㠀Ⴀ䚸↓ᩱ䛾እ䛜䛒䜛䚹
ᫎ⏬ⴭస≀䛻ヱᙜ䛩䜜䜀㡺ᕸᶒ䛜ཬ䜆䚹䛯䛰䛧䚸㠀Ⴀ䚸ᨻ௧䛷
ᐃ䜑䛯タ(බඹᅗ᭩㤋䛷䛒䜜䜀OK)䚸↓ᩱ䚸⿵ൾ㔠ฎ⌮䛻䜘䛳䛶
㈚ฟ䛧ྍ⬟䚹
 ᅗ᭩㤋䛜㐺ṇ䛻㉎ධ䛧䛶䛔䜜䜀䚸ᾘᑾ⌮ㄽ䛻䜘䜚䛭䛾ᚋ䛾㈚ฟ䛻
ᑐ䛧䛶㡺ᕸᶒ䛿ཬ䜀䛺䛔䚹



䈜䛂ᅗ᭩㤋㛫༠ຊ䛻䛚䛡䜛⌧≀㈚䛷䜚ཷ䛡䛯ᅗ᭩䛾」〇䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃(2006ᖺ)
57

䐧

58

䐨

ᕷ❧䛾ᅗ᭩㤋䛷Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻ᑐ䛧䛶䛚ヰ(ᮁㄞ䝃䞊䝡䝇)䜢䚸どぬ
㞀ᐖ⪅䛻ᑐ䛧䛶㘓㡢䝃䞊䝡䝇䜢䛧䜘䛖䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹



ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q7-Q8䚸㯮⃝䞉๓ᥖ䛄ⴭసᶒ
䛾ᇶ♏▱㆑䛅150㡫௨ୗཧ↷䚹

ᮁㄞ䛻䛿ཱྀ㏙ᶒ䚸㘓㡢䛻䛿」〇ᶒ䛜ཬ䜆䚹
䛯䛰䛧䚸ᮁㄞ䝃䞊䝡䝇䛿䚸㠀Ⴀ䞉↓ᩱ䞉↓ሗ㓘䛾せ௳䜢䜽䝸
䜰䛩䜜䜀チㅙせ䚹
 どぬ㞀ᐖ⪅ྥ䛡䛾㘓㡢䝃䞊䝡䝇䜒䚸2009ᖺᨵṇ䛻䜘䜚䚸බ
ඹᅗ᭩㤋䛷」〇䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹

䝕䝆䝍䝹䜹䝯䝷䜔ᦠᖏ㟁ヰ䜢䛳䛶㈨ᩱ䜢ᙳ䛩䜛⏝
⪅䛜䛔䜎䛩䛜䚸ᅗ᭩㤋䛸䛧䛶䛿䛹䛖ᑐᛂ䛧䛯䜙䛔䛔䛾䛷
䛧䜗䛖䛛䠛






⚾ⓗ⏝䛾⠊ᅖෆ䛷䛒䜜䜀䛸䜑䜙䜜䛺䛔䚹
ᅗ᭩㤋タ䛾⟶⌮ᶒ䛻ᇶ䛵䛟ไ㝈䜢タ䛡䜛䛣䛸䛜⪃䛘䜙
䜜䜛䚹



ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q10䚸㯮⃝䞉๓ᥖ䛄ᅗ᭩㤋䛾
ⴭసᶒᇶ♏▱㆑䛅100㡫௨ୗཧ↷䚹

ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q9ཧ↷䚹
䈜ඣ❺᭩ᅄ⪅᠓ㄯ䛂䛚ヰ䞉ㄞ䜏⪺䛛䛫ᅋయ➼䛻䜘䜛ⴭస≀䛾⏝䛻䛴䛔䛶䛃(2006ᖺసᡂ䚸
2007ᖺᨵゞ)䚹

59

60
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⟶⌮㐠Ⴀᶒ㝈䛾᰿ᣐ

䐩

ᅗ᭩㤋ἲ㻝㻟᮲㻞㡯
䛂㤋㛗䛿䚸㤋ົ䜢ᤸ⌮䛧䚸ᡤᒓ⫋ဨ䜢┘╩䛧䛶䚸ᅗ᭩㤋ዊ
䛾ᶵ⬟䛾㐩ᡂ䛻ດ䜑䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䛃





ᅗ᭩㤋䛾⏝つ⣙䛻ᐃ䜑䜢⨨䛟䚹

ᙜ㤋䛷䛿䚸䛂ᅗ᭩㤋䛰䜘䜚䛃䛻⤮ᮏ䜔ᮏ䛾⾲⣬䜢┿䛻䜚䚸ẖ᭶
᪂╔ᅗ᭩䛾⤂䛸䛧䛶㍕䛫䚸䜎䛯䚸䛭䛾ᅗ᭩㤋䛰䜘䜚䜢䛭䛾䜎䜎
䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛻䜒㍕䛫䛶䛚䜚䜎䛩䛜䜘䜝䛧䛔䛷䛧䜗䛖䛛䠛










᮲䛻ᇶ䛵䛟㐠Ⴀせ㡿䜢㐺⏝䛩䜛᪉ἲ䜒䛒䜛䚹

」〇ᶒ䛜ാ䛟䛯䜑䚸ฟ∧♫䛻せ☜ㄆ䚹
ᘬ⏝䛾᪉ἲ䛻䜘䜛ሙྜ䜒䚹
チㅙせ䛸䛔䛖ぢゎ䜒᭷ຊ䚹

䈜ඣ❺᭩ᅄ⪅᠓ㄯ䛂䛚ヰ䞉ㄞ䜏⪺䛛䛫ᅋయ➼䛻䜘䜛ⴭస≀䛾⏝䛻䛴䛔䛶䛃

61

䐪





䐫

Ꮫᅗ᭩㤋䛷䛿䚸䛂ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸䛃䜢㛤タ䛧䛶ᙜヱᏛ䛾◊✲⪅
䛾◊✲ᡂᯝ≀䜢ᅗ᭩㤋䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛻Ⓩ㘓䛧䚸ୡ⏺䛻ሗⓎ
ಙ䛩䜛䛣䛸䛜ᩘᖺ๓䜘䜚⾜䜟䜜䛶䛔䜎䛩䛜䚸ⴭసᶒⓗ䛻␃ព䛩䜉
䛝䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䠛

」〇ᶒ䛸බ⾗㏦ಙᶒ䛻䛴䛔䛶䚸ᶒ⪅䛛䜙䛾チㅙ䛜ᚲせ䚹
≉䛻㐣ཤ䛾ㄽᩥ➼䛻䛴䛔䛶䛿ኚ䛺సᴗ䛸䛺䜛䚹

ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q12䚸㯮⃝䞉๓ᥖ䛄ⴭసᶒ䛾ᇶ♏
▱㆑䛅133㡫௨ୗཧ↷䚹
63
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ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q11䚸㯮⃝⠇⏨䛄ᅗ᭩㤋䛾ⴭ
62
సᶒᇶ♏▱㆑䛅(ኴ⏣ฟ∧䚸➨୕∧䚸2011ᖺ)85㡫௨ୗཧ↷䚹



ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋䛾䛂⣡ᮏไᗘ䛃䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹ᡤⶶ㈨ᩱ䛾㟁Ꮚ」
〇䛻㛵䛩䜛ⴭసᶒἲ䛾ᨵṇෆᐜ䛿䛹䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛷䛩䛛䚹



䛂⣡ᮏไᗘ䛃䛸䛿䚸ᅜෆ䛾ฟ∧≀䛾䛶䜢㞟䛩䜛䛸䛔䛖ᴗົ䚹
2009ᖺⴭసᶒἲᨵṇ䛻䜘䜚䚸ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋䛻䛚䛔䛶䚸ᡤⶶ㈨ᩱ
䛾ཎᮏ䛾⁛ኻ➼䜢㑊䛡䜛䛯䜑(䠙⣡ᮏᚋ┤䛱䛻)䚸⣡ᮏ䛥䜜䛯ᅗ᭩
➼䜢䝕䝆䝍䝹䛧䛶ཎᮏ䜢ಖᏑ䛩䜛᪉㏵䛜㛤䛛䜜䛯䚹

ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q13ཧ↷䚹
64

17 公立図書館の戦略
千代田図書館の新しい取り組み――戦略・顧客獲得・顧客満足度の上昇
 千代田区立千代田図書館  新谷 迪子
  はじめに
千代田区は平成 19 年度から指定管理者制度により、区立図書館の管理・運営を行っていま
す。指定管理期間は５年間で、今年度は第２期の初年度にあたり、1 期目と同じ会社（3 社）
でコンソーシアムを組み、管理・運営を続けています。
指定管理者としての継続に当たっては、随意契約ではなく、千代田区が指定管理者を公募す
るについて発表した要求水準書に対して、提案書を作成し提出しました。
それに対して選定委員会のヒヤリングを受け、最終的に私たちのコンソーシアムが選定され
現在に至っています。
１ 千代田区の特徴
私たちの提案書作りは、千代田図書館の立地する千代田区を研究するところから始めた。
○パワーポイントを使って説明。
２ 旧千代田図書館の状態はどうだったか。
カウンター業務は委託。
専門的職務（資料選定・行事企画実行など）は契約社員を雇用（1 年毎の更新）
。
東京 23 区は司書職制度をとっていない。
（１） 図書館業務は、貸出業務が中心になっている。
（２） 所蔵している図書館資料が有効に活用されていない。
（３） 毎年の資料の蓄積が計画的に行われていない。
３ 上記 1・2 の条件を勘案して、５つのコンセプトを創出した。
４ 第 1 期の 5 つのコンセプト
（１） 千代田ゲートウェイ
（２） 創造と語らいのセカンドオフィス
（３） 区民の書斎
（４） 歴史探究のジャングル
（５） キッズセミナーフィールド
  公共図書館活動内容に、新機軸を出した。
  ＊Web 図書館の創設
  ＊図書館コンシェルジュをおき、図書館と街の案内をする
  ＊専任の図書館広報担当をおき、千代田図書館の情報発信をする
  ＊専任の企画担当をおき、展示・セミナーを多く開催し、区内大学図書館・専門図書区
内美術館・神田古書店連盟など、区内の文化資源を発掘し連携を強化し協働している
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ǳȳǻȗȈƷᚨܭƔǒ࠼إѣƷኽௐ
ڦᖺ㛫᮶㤋⪅ᩘ
䝸䝙䝳䞊䜰䝹๓
䝸䝙䝳 䞊䜰䝹ᚋ
ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ
➨㻝ᮇ┠

㻞㻜㻜㻢ᖺᗘ
㻞㻜㻜㻣ᖺᗘ
㻞㻜㻜㻤ᖺᗘ
㻞㻜㻜㻥ᖺᗘ
㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ
㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ

㛤㤋᪥ᩘ ᮶㤋⪅ᩘ
㻟㻝㻢
㻞㻡㻥㻘㻣㻤㻤
㻟㻝㻞
㻤㻢㻥㻘㻞㻤㻣
㻟㻠㻣
㻥㻥㻣㻘㻜㻤㻤
㻟㻠㻤
㻤㻠㻡㻘㻤㻡㻜
㻟㻠㻠
㻣㻣㻜㻘㻜㻣㻜
㻟㻟㻟
㻢㻝㻟㻘㻢㻜㻠

㻝᪥ᖹᆒ
㻤㻞㻞
㻞㻘㻣㻤㻢
㻞㻘㻤㻣㻟
㻞㻘㻠㻟㻝
㻞㻘㻞㻟㻥
㻝㻘㻤㻠㻟 㻌

ͤ ᖺᗘࡣࠊ⠇㟁ࡢࡓࡵࠊ㛤㤋㛫▷⦰ᮇ㛫➼࠶ࡾ

ڦ᮶㤋⪅ᒙ
⏝Ⓩ㘓⪅㸸 ே
༊ෆᅾఫ⪅
㻢㻘㻞㻡㻢ே
㻝㻤㻑

ᅾ䞉ᅾᏛ䞉༊እᅾఫ⪅
㻞㻥㻘㻜㻢㻠ே
㻤㻞㻑

ͤ ᖺ  ᭶ᮎ⌧ᅾ

ཧ⪃ࢹ࣮ࢱ㸸༓௦⏣༊ෆᅾఫ⪅㸸⣙    ༓ே㸭㛫༊Ẹ㸸⣙  ே
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Ꮫホ౯Ꮫᅗ᭩㤋
ᅵᒇಇ Ꮫホ౯࣭Ꮫᤵᶵᵓ 

ࡇࡢㅮ⩏࡛ࡣࠊᏛᑐࡍࡿホ౯ᴗࡢ⫼ᬒ⌧≧ࢆᴫほࡋࠊࡃᏛᅗ᭩㤋ࡀࡢࡼ࠺ࢃࡿ
ࡢࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࠋ

⤒⦋ࡣูࡋ࡚ࠊᏛࢆ࡞ࡐࠕホ౯ࠖࡍࡿࡢ
⌧௦᪥ᮏ࠾ࡅࡿୡ⏺ࡢ୰ࡢᏛ
1. ࡇࡇ 20 ᖺࠊᏛ(▷ࠊᏛ㝔ྵࡴ)ᅾᏛ⪅ᩘࡣࡰኚ࡞ࡋ(⣙ 300 ே)ࠋэ (⚾Ꮫಽ⏘ࢇ࡞ࡋ)
э ࡑࡢ௦ൾࡣ㉁? (4 ᖺไᏛࡢᚿ㢪⪅ 68 ேྜ᱁⪅ 62 ே࠺ࡕ≉ู㑅ᢤ 27 ே)
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000

Ꮫ㝔

1,500,000

▷ᮇᏛ

1,000,000

Ꮫ

500,000
1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007

0

ᡓᚋࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ᅾᏛ⪅ᩘࡢኚ(ࠕᏛᰯᇶᮏㄪᰝࠖࡽ)
2. ⤒῭つᶍࡋ࡚ࡣࠊ[(ᅜ❧Ꮫ㐠Ⴀ㈝㔠+ᅜ❧Ꮫᤵᴗᩱ)+(⚾❧Ꮫᤵᴗᩱ+⚾❧Ꮫ⤒ᖖ㈝࣭タ
タഛ㈝⿵ຓ)+(බ❧Ꮫ㛵ಀ)+◊✲ຓᡂ]ࡀ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡣ࠸ࡗ࡚࠸ࡿ(ᩘ⛬ᗘ) э ࡇࢀぢྜ࠺
⤖ᯝࢆ☜ㄆࡋࡓ࠸
3. බⓗ㈨㔠ࡀ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(ᅜ❧Ꮫἲே㐠Ⴀ㈝㔠࣭⚾Ꮫຓᡂ) э 㓄ศࡢṇᙜࡑࡢ᳨ドࡢࡓࡵ
ࡢホ౯ࡢᚲせᛶ (э ᅜ❧Ꮫἲேホ౯)
4. 18 ṓேཱྀࡢ⣙༙ศࡕࡻࡗࡀ 4 ᖺไᏛ㐍Ꮫࠊࡑࡢࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࢆྵࡵࡿ 8 ㏆ࡃࡀ୰➼ᩍ⫱⤊
ᚋࡶᑵᏛ э higher education? Postsecondary education? Tertiary education? э♫ไᗘࡋ࡚ࡢ
Ꮫࡢ⨨࡙ࡅࡢ☜ㄆࡢᚲせᛶ
5. Ꮫಟᚋࡢ࠸ࢃࡺࡿᑵ⫋⋡ࡣࠊ5ࠊ6 ⛬ᗘ(ࡓࡔࡋࠊᑵ⫋⋡ࡢᐃ⩏⟬ฟࡣࠊࡅࡗࡇ࠺㠃ಽ)ࠋэ ⤒
῭ࡶ࠶ࡿࡀࠊᑵᴗ‽ഛࡋ࡚ࡢᛶ᱁࡙ࡅࡢ☜ㄆࡢᚲせᛶ э ࡑࡶࡑࡶࠊᏛኈㄢ⛬ಟ⪅ࡢ㉁ࢆ
Ꮫࡣಖド࡛ࡁࡿࡢࠋ
6. 㧗➼ᩍ⫱ࢆᏛ⏕ࡀᾘ㈝⪅ࡋ࡚㉎㈙ࡍࡿ࠸࠺⌮ゎࣔࢹࣝࡢᾐ㏱(ධࡼࡗ࡚㈙࠸ᡭᕷሙ࡞ࡗࡓ)
э ၟရࡢ㉁ࢆ▱ࡾࡓ࠸࠸࠺ᙜ↛ࡢせồ
7. ◊✲άືᮏ᮶ᅜቃࡣ࡞࠸ࡀࠊ㈨㔠ࡣࢇࡍ࡚බⓗ㈨㔠 э ♫㑏ඖࡢᅽຊ

206 大学評価と大学図書館

8. ࠕᏛᩍဨࡣ◊✲⪅࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࠸࠺ࡇࡢ♫ⓗᢎㄆࡢ⮬᫂ᛶࡢ႙ኻ э ᩍဨࡢ㉁ࡢಖド
ࡢせồ
9. ࡑࡶࡑࡶᏛࡣᏑ⥆ࡢࡓࡵつᶍࢆᣑࡍࡿ(ᤵᴗᩱࡢࢹࢫ࢝࢘ࣥࢺࡣ࡞࠸) э ᕧ࡞⤌⧊ࡣᐁ
ࡍࡿ(ࡾࢃࡅࠊᏛࡣබᖹᛶࠊᐈほᛶࢆ㔜どࡋ࡚ධᏛ⪅㑅ᢤࠊᡂ⦼ホ౯ࠊ༞ᴗุᐃࢆ⾜࡞࠺ᘓ๓࡞
ࡢ࡛ࠊつ๎ࡢᒣࡀ࡛ࡁࡿ) э ᐁࡋࡓ⤌⧊ࡣ⮬ᕫಖᏑࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊつ๎๓ࢆ┪ࡗ࡚⮬ࡽ
ኚ㠉ࡋ࡞࠸ э ࡞ࢇࡽࡢእ㒊ࡽࡢ┘どࡀᚲせ
10. Ꮫᩍ⫱࣐࣮ࢣࢵࢺࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝࡋࡘࡘ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ(ᅜ㝿)ࠋ Ꮫ⏕ࡢὶືᛶ э ࠕ༢ࠖ
ࡢ㉁ࡢಖドࡀᚲせэ⫋ᴗ㈨᱁ࡋ࡚ࡢᏛ༞ᴗࡢព⩏࡙ࡅࠋࡲࡓࠊ◊✲ࡢᬑ㐢ᛶ э ࡼࡾࡼ࠸◊✲⎔ቃ
ࢆồࡵ࡚◊✲⪅࣭ᩍဨࡣ⛣ືࡍࡿ(ࡣࡎ)
11. ࡉࡽࠊㅖእᅜࡢືྥᅜ㝿㐃ᦠࡢᶵ㐠㸸 ࣓ࣜ࢝࠾ࡅࡿ accreditation ᅋయ э ႠᏛࡢ㐺
᱁ㄆᐃ㐃㑥ᨻᗓࡢᖸ΅ࠊࢠࣜࢫ࠾ࡅࡿ㧗➼ᩍ⫱ࡢぢ┤ࡋ(ࢧࢵࢳ࣮ࣕᨵ㠉(post-1992 Ꮫ㒆
Quality Assureance Agency)ࠊࡉࡽ᭱㏆ࠊDepartment of Industry, Innovation and Skills ࡀ⟶ᤸ) э
“Students at the heart of the system”ࠊࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿᏛἲேࠊࢻࢶ࠾ࡅࡿࠕᤵᴗᩱࠖࡢᑟ
ධࠊEU ࠾ࡅࡿ࣮࣎ࣟࢽ࣭ࣕࣉࣟࢭࢫ(Bologna Process) э Ꮫࡢඹ㏻࣭㉁ಖドࠊࡉࡽ э ࢥ࣌
ࣥࣁ࣮ࢤ࣭ࣥࣉࣟࢭࢫ(VET-LLLࠊTuning ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼ࠊ(࣮ࣚࣟࢵࣃⓗ)」⥺ᆺ୰➼࣭㧗➼ᩍ⫱యไ
࠾ࡅࡿㄪᩚ)ࠊࢪ࠾ࡅࡿ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࠊ᪥୰㡑ࡼࡿ Campus Asia ➼ࠎࠋࡘࠊࡇࡢഴྥ
ࡣࠊᅜ㝿ⓗ࡞Ꮫࣛࣥ࢟ࣥࢢࡀ⌧ᐇᛶࢆࡶࡗ࡚ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ㇟ᚩࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸ࡗ࡚ࡶ
ࡼ࠸ࠋ
Ꮫࡢ⮬ᚊᛶ(ᅜෆⓗࠊᅜ㝿ⓗ)➇த
1. ᪉࡛ࠊᏛࡣࠕ⮬ᚊࠖⓗ࡛࠶ࡿࡣࡎࠋ
ࠕ᭱㧗Ꮫᗓ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࢁࢆホ౯ࡍࡿࡇࡣㄡ
ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࡣࡎ(ࠊከࡃࡢᙜ⪅ࡀ☜ಙࡋ࡚࠸ࡿ)ࠋࡑࡢሙྜࡢእ㒊ࡽࡢホ౯ࡢ⨨ࡅ
2. ࡼࡾ➇தⓗ࡞⎔ቃ э Ꮫࡢ⤒ႠࡢࡓࡵࡣࠊᏛ⮬㌟ࡼࡿᶵ㛵◊✲(institutional research, IR)ࡢ
ᚲせᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀࠊᚲせᛂࡌ࡚⤒ႠⓗほⅬࡽ࣋ࣥࢳ࣐࣮࢟ࣥࢢࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ(ࣛࣥ࢟ࣥࢢࡣࠊᇶ
ᮏⓗࡣࠕጾಙࠖ㛵ࡍࡿࡔࡀࠊIR ࡸ࣋ࣥࢳ࣐࣮࢟ࣥࢢࡣ⤒ႠⓗほⅬࡽࡢࡶࡢ)
3. እᅾⓗᇶ‽ࡼࡿࡇࡢᅔ㞴 э Self-study ᪉ᘧࡀ୍⯡ⓗ
せࡍࡿࠊᏛホ౯ࡀᚲせࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ௨ୗࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ
㸬 Ꮫᩍ⫱Ꮫᩍ⫱ࡀ⏕ࡳฟࡍேᮦࡢ㉁ࡢಖド
㸬 ㈨※㓄ศࡢᐈほⓗ᰿ᣐࡢ☜❧᳨ド
㸬 ♫ⓗ࡞ㄝ᫂㈐௵ࡢᒚ⾜
㸬 ྛᏛࡢ⤒Ⴀࡢᇶ♏࡞ࡿᐈほⓗㄆ㆑

⌧௦ࡢ᪥ᮏ࠾ࡅࡿᏛホ౯ᴗࡑࡢ⫼ᬒ
➨ḟୡ⏺ᡓᚋࡢᏛᨵ㠉
1㸬 㐍㥔㌷(GHQ)Ẹ㛫ሗᩍ⫱ᒁ(CIE)ᩍ⫱ㄢࡼࡿᩍ⫱Ẹᨻ⟇ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࡢᏛᨵ㠉(1946 ᖺࡽ
47 ᖺ) э ࣓ࣜ࢝࠾ࡅࡿ accreditation ᶵ㛵ࡼࡿࠕ㐺᱁ㄆᐃࠖ᪉ᘧࡢᑟධࢆᵓ
2㸬 ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ
ࠕᏛᇶ‽ࠖᏛᇶ‽༠(1947) э ᅜ❧ࠊබ❧ࠊ⚾❧ᑐࡋ࡚ྠ୍ࡢᇶ‽ࡼࡗ࡚Ꮫ
ࡋ࡚ࡢㄆᐃࢆ࠼ࡿ⤌ࡳࡢᶍ⣴(ᪧไᏛࡢ≉ᶒࡢዣ?)
3㸬 ࡇࡢ㐣⛬࡛ࠊCIEࠊᩥ㒊┬ࠊᩍ⫱ๅ᪂ጤဨࠊ⡿ᅜᩍ⫱⠇ᅋࠊ᪥ᮏഃᏛ㛵ಀ⪅(ᪧᖇഃࠊࡑࢀ௨
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እ)࡞ࡢ┦㛵ಀࡀ」㞧㛵ಀࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࠕᏛタ⨨ᇶ‽ࠖࡢ⾜┦ホ౯ࡢᙧ㧁
1㸬 1956 ᖺᩥ㒊┬௧ࠕᏛタ⨨ᇶ‽ࠖ⾜ࡼࡗ࡚ࠊᩥ㒊┬ࡀタ⨨ࡍࡿᏛタ⨨ᑂ㆟ࡼࡿཝ᱁࡞
๓ᑂᰝࡼࡿタ⨨ㄆྍไᗘࡀ㛤ጞ
2㸬 ᡓᚋࡢ᪉ྥᛶ࡛࠶ࡗࡓࡣࡎࡢᏛࡢ┦ホ౯ࡼࡿ⮬ᚊⓗ࡞㉁ಖド࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ࡞ࡃ࡞ࡾ(?)ࠊᩥ㒊
┬(࠾ࡼࡧࡑࡢᑂ㆟ࢆࡗࡓ)ࡼࡿタ⨨ᑂᰝࡀᏛᨻ⟇ࡢ୰ᚰ࡞ࡗࡓࠋэ ᩥ㒊┬ࡼࡿᅜ❧Ꮫ
ࡢタ⨨ᨻ⟇(⟃ἼᏛࠊ
ࠕᢏ⾡⛉ᏛࠖᏛࠊ᪂ᵓᩍ⫱Ꮫࠊ2 Ꮫ㝔Ꮫ➼)ࠊᐃဨ⟶⌮(ࡓ࠼ࡤࠊ1980
ᖺ௦ᅜ❧Ꮫ࠾ࡅࡿ⮫ቑဨເ㞟)ࠊ࠾ࡼࡧࠕධヨᨵ㠉ࠖ(Ꮫඹ㏻➨୍ḟᏛຊヨ㦂(1979-1989)ࠊ
Ꮫධヨࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂(1990-ࠊ㑅ᢤ᪉ἲࡢከᵝ)
3㸬 1970 ᖺᗘࡽ⚾Ꮫຓᡂࠊ1975 ᖺ⚾Ꮫ⯆ຓᡂἲไᐃ э ᅜࡼࡿ⚾❧Ꮫࡢ㛵ࡢᙉ
4㸬 Ꮫ⣮த(1968 ᖺ)
5㸬 1970 ᖺ௦ࡽ 80 ᖺ௦࠾࠸࡚ࠊᏛ㐍Ꮫ⪅ࡢቑຍࡼࡿࠕᏛࡢ⾗ࠖ
ࠕࣞࢪ࣮ࣕࣛࣥࢻࠖ
6㸬 ᗏὶࡋ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㈨᱁ไᗘࡢࡏࡵࡂ࠶࠸
⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯እ㒊ホ౯
1㸬 ⮫ᩍ⫱ᑂ㆟ࡢタ⨨(1984) э ᩥ㒊┬እࡽࡢᨵ㠉ᅽຊ(ࠕࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂ࠖ
ࠊ
ࠕᏛタ⨨ᇶ‽⥘ࠖ(ᐇ
⌧)ࠕἲேࠖ(㠀ᐇ⌧)࡞ࡉࡲࡊࡲ࡞ᥦࠊࡑࢀࢆཷࡅࡓࡉࡲࡊࡲ࡞㆟ㄽ

2㸬⮫ᩍᑂ➨ḟ⟅⏦࠾ࡅࡿホ౯ไᗘࡢᑟධᥦゝ(㈨ᩱཧ↷)
3㸬Ꮫᑂ㆟ࡢタ⨨(1987)ࠋࡓࡔࡋࠊᏛタ⨨ᑂ㆟ࡣูタ⨨ࠋᏛᑂ㆟ࡣࠊࠕ᪥ᮏࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢᇶ
ᮏⓗ࡞ᅾࡾ᪉ࢆᑂ㆟ࡍࡿࡇࢆࡓࡿ┠ⓗࠖࡍࡿ

4㸬Ꮫタ⨨ᇶ‽⥘ Ꮫᰯᩍ⫱ἲࠊ㛵ಀᨻ௧ࠊ┬௧ᨵṇࡼࡗ࡚  ᖺᐇ эᚑ᮶ヲ⣽ᐃࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡓᩍ⫱ㄢ⛬ ࡓ࠼ࡤࠊᩍ㣴ㄢ⛬࠾ࡅࡿ༢ࡢ㓄ศ ࡞ࡢᇶ‽ࡢヲ⣽ࡢ㒊ศࡀ๐㝖ࡉࢀࠊᇶ‽
ࡢせ௳ࡀ⦆ࡉࢀࡓ୍᪉࡛ࠊᩍ⫱◊✲ࡢ㉁ࡢಖドࢆᏛ⮬㌟ồࡵࡿ࠸࠺᪉㔪ࡢୗࠊᏛࡼࡿ⮬
ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ࡀດຊ⩏ົ࡞ࡿࠋ

5㸬Ꮫᑂ㆟⟅⏦  ᖺ  ᭶ ࠾࠸࡚ࠕᏛᑐࡍࡿእ㒊ࡢ➨୕⪅ࡼࡿホ౯ࡢ⩏ົ࡙ࡅࠖࡀ࡞ࡉࢀ
ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
ࠕእ㒊ࡢ➨୕⪅ࠖࡋ࡚ࡣࠊᏛഃࡀ㑅⪃ࠊ௵ࡋ࡚࠸ࡓ࠸࠺ᐇែэࠕ㛤ࢀࡓᏛࠖ
ࠊ
ලయⓗࡣࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ㛵ࡢ᪉ྥᛶэᏛホ౯࣭Ꮫᤵᶵᵓࡢタ⨨(2000 ᖺ 4 ᭶ࠊᅜ❧
Ꮫᰯタ⨨ἲࡼࡿ)
(ᩍ⫱ࡢ)㉁ಖドࡢࡓࡵࡢ➨୕⪅ホ౯(ࠕㄆドホ౯ᶵ㛵ࡼࡿホ౯ࠖ=ࠕㄆドホ౯ࠖࡢ㛤ጞ)
1㸬 Ꮫホ౯࣭Ꮫᤵᶵᵓࡢタ⨨(2000 ᖺ 4 ᭶)
㸬 Ꮫᰯᩍ⫱ἲࡢᨵṇ  ᖺ эᏛࡀࠊᅜࡽㄆドࡉࢀࡓ➨୕⪅ホ౯ᶵ㛵㸦ㄆドホ౯ᶵ㛵㸧ࡼࡿ
ᶵ㛵ูࡢホ౯ࢆཷࡅࡿࡇࡀ⩏ົ ㈨ᩱཧ↷ 
3㸬 ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟⟅⏦㸦 ᖺ  ᭶㸧ࠗᏛࡢ㉁ࡢಖドಀࡿ᪂ࡓ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡘ࠸࡚࠘эᏛᰯ
ᩍ⫱ἲࡢᨵṇ  ᖺ  ᭶⾜ ࠋ┠ⓗࡣ  ࡘ㸸
i.

ホ౯⤖ᯝࡀබ⾲ࡉࢀࡿࡇࡼࡾࠊᏛ➼ࡀ♫ࡼࡿホ౯ࢆཷࡅࡿ

ii.

ホ౯⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚Ꮫ➼ࡀ⮬ࡽᨵၿࢆᅗࡿ

4㸬 ㄆドホ౯ࡢ㛤ጞ  ᖺ э ㈈ᅋἲேᏛᇶ‽༠(2004 ᖺᗘࡽࠕຍ┕ุᐃࠖ
ࠕ㈨᱁ุᐃࠖࡽษࡾ
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᭰࠼࡚)ࠊ㈈ᅋἲே᪥ᮏ㧗➼ᩍ⫱ホ౯ᶵᵓ(2004 ᖺᗘࡽ)ࠊᏛホ౯࣭Ꮫᤵᶵᵓ(2005 ᖺᗘࡽ)
5㸬 Ꮫホ౯࣭Ꮫᤵᶵᵓࡢ⊂❧⾜ᨻἲே(2004 ᖺ 4 ᭶)ࠋྠࡌࠊᅜ❧Ꮫἲே(2004 ᖺ 4 ᭶)
6㸬 ࠕㄆドホ౯ࠖࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉(ࡓ࠼ࡤࠊᏛᇶ‽༠ࡣ௨ୗࡢ 5 Ⅼࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊࡢㄆドホ౯ᶵ
㛵࠾࠸࡚ࡶ⪃࠼᪉ࡣࡰྠᵝ)
i.

Ꮫෆᵓ⠏ࡉࢀࡿෆ㒊㉁ಖドࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭷ຠᛶ╔┠ࡋࡓホ౯

ii.

⮬ᕫᨵၿᶵ⬟ࢆ㔜どࡋࡓホ౯

iii.

⌮ᛕ࣭┠ⓗ࣭ᩍ⫱┠ᶆࡢ㐩ᡂᗘࢆ㔜どࡋࡓホ౯

iv.

ᨵၿሗ࿌᭩ࡢホ౯

v.

ࣆ㺃ࣞࣅ࣮ࣗࡢ㔜ど

7㸬 ࠕㄆドホ౯ࠖࡣࠊㄆドホ౯ᶵ㛵ࡀᐃࡵࡿᇶ‽㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࢆุᐃࡍࡿࠋㄆドホ౯ᶵ㛵ࡀᐃ
ࡵࡿᇶ‽ࡋ࡚ࡣࠊࡓ࠼ࡤࠊᏛホ౯࣭Ꮫᤵᶵᵓࡣ 2012 ᖺᗘ௨㝆ᐇศࡘ࠸࡚ࡣḟࡢࡼ࠺
ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋලయⓗෆᐜࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕᏛタ⨨ᇶ‽ࠖࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࢆ⥲ྜⓗุ᩿ࡍࡿࠋ(ୗ⥺
㒊ࡣᅵᒇࡼࡿ)
ᇶ‽㸯 Ꮫࡢ┠ⓗ
ᇶ‽㸰 ᩍ⫱◊✲⤌⧊
ᇶ‽㸱 ᩍဨཬࡧᩍ⫱ᨭ⪅
ᇶ‽㸲 Ꮫ⏕ࡢཷධ
ᇶ‽㸳 ᩍ⫱ෆᐜཬࡧ᪉ἲ( ۑᏛኈㄢ⛬, ۑᏛ㝔ㄢ⛬㸦ᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬ࢆྵࡴࠋ
㸧)
ᇶ‽㸴 Ꮫ⩦ᡂᯝ
ᇶ‽㸵 タ࣭タഛཬࡧᏛ⏕ᨭ
ᇶ‽㸶 ᩍ⫱ࡢෆ㒊㉁ಖドࢩࢫࢸ࣒
ᇶ‽㸷 ㈈ົᇶ┙ཬࡧ⟶⌮㐠Ⴀ
ᇶ‽ 10 ᩍ⫱ሗ➼ࡢබ⾲
8. ᐇࡢᡭ㡰(ࡓ࠼ࡤࠊᏛᇶ‽༠ࡼࡿࡶࡢ)
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㐠Ⴀ㈝㔠㓄ศࡢ᳨ドᨵၿࡢࡓࡵࡢᅜ❧Ꮫἲேホ౯
1. ᅜ❧Ꮫἲே э ᅜ❧Ꮫἲேホ౯ࡢᚲせᛶ)
i.

ᅜ❧Ꮫἲேࡢ୰ᮇ┠ᶆࡢᮇ㛫࠾ࡅࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡢホ౯㝿ࡋ࡚ࡣࠊᩍ⫱◊✲ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࡢ
ホ౯ࡢᐇࢆᶵᵓせㄳࡋࠊᙜヱホ౯ࡢ⤖ᯝࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇ㸦ᅜ❧Ꮫἲேἲ㸧
ࠋ

ii.

ᶵᵓࡣࠊᏛ➼ࡢᩍ⫱◊✲Ỉ‽ࡢྥୖ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊᏛ➼ࡢᩍ⫱◊✲άື➼ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ホ
౯ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆᙜヱᏛ➼ཬࡧタ⨨⪅ᥦ౪ࡋࠊබ⾲ࡍࡿ㸦ᶵᵓἲ㸧
ࠋ

2. ホ౯⮬యࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾ࡅࡿᅜ❧Ꮫἲேホ౯ጤဨࡀ⾜࡞࠸ࠊᏛホ౯࣭Ꮫᤵᶵᵓࡣࠕ
Ꮫ➼ࡢᩍ⫱◊✲άື➼ࡢ≧ἣࠖࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
3. ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀ♧ࡍ➨ 1 ᮇ୰ᮇ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀㄆྍࡋࡓ➨ 1 ᮇ୰ᮇィ⏬㛵ࡍ
ࡿᅜ❧Ꮫἲேホ౯ࡀ 2011 ᖺᗘࡋࡓࠋ

ࡑࢀ௨እࡢᏛホ౯
1. ᑓ㛛⫋Ꮫ㝔ㄆドホ౯(ἲ⛉Ꮫ㝔࡞)ࠊ▷ᮇᏛᶵ㛵ูㄆドホ౯ࠊ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵ㛵ูㄆドホ౯
2. ࠕศ㔝ࠖ(ࣉࣟࢢ࣒ࣛ)ูホ౯(⌮ᏛࠊᕤᏛ࡞ࡢᏛ⾡ศ㔝ࡈᩍ⫱◊✲ࡘ࠸࡚ホ౯ࢆ⾜࡞࠺) э 
Ꮫホ౯࣭Ꮫᤵᶵᵓࡼࡿヨ⾜ホ౯(2001ࠊ2002 ᖺᗘ)ࠊJABEE(᪥ᮏᢏ⾡⪅ᩍ⫱ㄆᐃᶵᵓ)ࡼࡿ⌮
ᏛࠊᕤᏛࠊ㎰Ꮫศ㔝ࡢホ౯
3. ࠕศ㔝ࠖ(ᶵ⬟)ูホ౯(ᩍ㣴ᩍ⫱ࠊ♫㈉⊩࡞ࡢศ㔝ࡘ࠸࡚ホ౯ࢆ⾜࡞࠺) э Ꮫホ౯࣭Ꮫᤵᴗ
ᶵᵓࡀ⾜࡞ࡗࡓヨ⾜ホ౯ࠊྠࡌࡃࠕ㑅ᢥⓗホ౯㡯ࠖ
ࠊ2012 ᖺᗘࡽࡢࠕ㑅ᢥⓗホ౯ࠖ э ࠕᶵ⬟ู
ホ౯ࠖ(2011 ᖺᗘᨻᗓண⟬࠾ࡅࡿࠕᶵ⬟ูศࠖࡢ㛵ಀ)
4. ᅜ㝿ⓗ࡞ホ౯ᅋయࡼࡿᏛホ౯ э ࡓ࠼ࡤࠊJABEE ࡛࡞ࡃ Accreditation Board for Engineering
and Technology(࣓ࣜ࢝)ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊASIIN(ࢻࢶ)ࡀ࣓ࣝ࣎ࣝࣥᏛࢆホ౯ࡍࡿ࡞
5. ◊✲ホ౯ э ᅜ❧Ꮫἲேホ౯ࡢ୍㒊ࠊ◊✲㈨㔠㓄ศ➼
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ᩍ⫱ሗࡢࠕබ⾲ࠖ
1. ࠕ㇟∳ࡢሪࠖ࠸࠺ㄆ㆑ࡽࠊ
ࠕ㛤ࢀࡓࠖᏛ
2. 㐠Ⴀ㈝㔠࣭⚾Ꮫຓᡂᑐࡍࡿ♫ⓗㄝ᫂㈐௵
3. ᾘ㈝⪅ࡋ࡚ࡢᏛ⏕ᑐࡍࡿၟရࡋ࡚ࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢᶵ⬟࣭ᛶ⬟࣭ရ㉁ࡢಖド
4. Ꮫ⾡㞠⏝࠾ࡅࡿᅜ㝿ⓗὶືᛶࡢᇶ♏ⓗሗࡢᥦ౪
5. (ከศ)௨ୖࡽࠊ2011 ᖺ 4 ᭶ࡽᩍ⫱ሗࡢබ⾲ࡢ⩏ົ(㈨ᩱཧ↷)

ホ౯ᴗ࠾ࡅࡿᏛᅗ᭩㤋
ホ౯ᑐ㇟ࡋ࡚ࡢᏛᅗ᭩㤋
1㸬Ꮫࡢ୍㒊ࡋ࡚ࡢᏛᅗ᭩㤋ࡣࠊ
2㸬ᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢ㝃ᒓタࡋ࡚ࡢᅗ᭩㤋(ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛵ಀ)
i.

Ꮫࡢタࡢ୍㒊ࡋ࡚ࡢ⨨ࡅ(ࠕᅜ❧Ꮫᰯタ⨨ἲࠖ௦࡛ࡣࠊ
ࠕᏛࡣᅗ᭩㤋ࢆ⨨ࡃࠖ
ࠊ⌧
ᅾࡣタ⨨ᇶ‽(㈨ᩱཧ↷)ࡼࡿ)

ii.

ࡑࡢࡢࢭࣥࢱ࣮ࡣᩍဨࡀ࠸ࡿࡢ࡛ࠊᩍ⫱⤌⧊ࡋ࡚ࣜࢫࢺࡉࢀࡿࡇࡀከ࠸ࡀࠊᅗ᭩㤋ࡣ㡯┠ࡀ
ูᘓ࡚࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ
ࠕᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢ㝃ᒓタࠖࡋ࡚ࡣᣲࡆࡽࢀ࡞࠸ࡇࡀ㏻

1㸬 ᘓ≀ࠊಖᏑᗜࡋ࡚ࡢᅗ᭩㤋(タ⨨ᇶ‽ཧ↷) э ᡤⶶᩘ࡞ࢆࡓࡔ᭩࠸࡚࠶ࡿࡇࡀከ࠸(ࠕᴫせࠖࡢ
ࡑࡢࡲࡲࡢᘬࡁࡋ(?))
2㸬 せࡍࡿࠊ⌧ᅾ࠾ࡼࡧ㏆ᮍ᮶࡛ࡣᩍ⫱ࡢᮏ㉁ⓗせ⣲ࡋ࡚ࡢ⨨࡙ࡅࡣࠊ⮬ᕫホ౯ࡢ୰⌧ࢃࢀ࡞࠸
⤌ࡳࠋ◊✲࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࠸࠺ࡑࢀ௨ୖࠋ
3㸬 ࡓࡔࡋࠊ
࣓ࣜ࢝ࡢἲ⛉Ꮫ㝔ㄆド(accreditation)ᶵ㛵(ABA)ࡣࠊ
Law library ᑐࡋ࡚ࠊ
⟶⌮㐠Ⴀୖࠊ
ண⟬ୖࡢ⮬❧ᛶࢆせồࡋࠊᐇ㉁ⓗᏛᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡽࢆ⊂❧ࡉࡏࡿࡇࢆせồࡋ࡚࠸ࡿ(ABA,
Accreditatioin Standards, 602)

Ꮫᅗ᭩㤋ࠕ༢ࡢᐇ㉁ࠖ
ࠕᏛ⩦ᡂᯝࠖ
ࠕᏛ⩦ᨭࠖ
1.

ᡓᚋࡢᩍ⫱ᨵ㠉࠾ࡅࡿ࣓ࣜ࢝ᘧࠕ༢ࠖ(credit hour)ไᗘࡢᑟධ э ㅮ⩏ 1 ༢ࡣ 45 㛫ࡢᏛಟ
ࢆせࡍࡿෆᐜ࡛ࠊᤵᴗࡍࡿࡢࡣ 15 㛫ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ30 㛫ศࡢ⮬⩦ࡀᚲせ࡞ࡣࡎࠋᡓத┤ᚋ࠾
࠸࡚ࡣࠊ⮬⩦ࡢࡓࡵࡢタ࡞ࡀ⚾❧Ꮫࢆ୰ᚰ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊᙎຊⓗ㐠⏝ࠋࡘ࡚ࡣࠊ
ࠕ
Ꮫᅗ᭩㤋ᇶ‽ࠖ(Ꮫᇶ‽༠ࠊ1952 ᖺࠋ᭱⤊ᨵゞࠊ1982 ᖺ)ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡇ࡛ࡶ㔞ⓗ࡞ᇶ‽ࡣ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋタ⨨ᇶ‽࡛ࡣࠊ⥘ࡢ࠶㔞ⓗᇶ‽ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ࡋࡋࠊᚋࡣ 1 ༢ 45 
㛫ࡣᅜ㝿ⓗ࡞ほⅬࡽࡶ⥔ᣢࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢࠕᐇ㉁ࠖࡀࡦࡘࡢ↔Ⅼࠋ

2.

Ꮫᅗ᭩㤋ࡋ࡚ࡣࠊ㏆ᖺ࠾ࡅࡿᩍ⫱ᨭࠊᏛ⩦ᨭᶵ⬟ࡢࢩࣇࢺࢆ㔜せどࡍࡁ(ࠕ࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭
ࢥࣔࣥࢬࠖ➼) э ࡃࠊ
ࠕᩍ⫱ࠖࡽࠕᏛ⩦ࠖࡢ⏝ㄒࡢኚὀ┠ࡍࡿࡁࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᩍဨࡢ
ᩍ⫱ࢆᨭࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦ࢆᨭࡍࡿᶵ⬟ࡋ࡚(ᤵᴗࡔࡗ࡚ࠊ
ࠕᏛ⩦ᨭࠖᶵ⬟(?))

3.

㟁Ꮚⓗ㈨※ࡼࡿᏛ⩦ᨭࡢ㔜せᛶ(Learning management system(LMS)) ࡋࡋࠊㄆドホ౯ⓗࡣ
࠶ࡲࡾ┠❧ࡓ࡞࠸ࡣࡎࠋ

4.

ࠕㄢ⛬ࠖಟࡽ༢ㄆᐃ࠸࠺ᙧᘧࡢ♫ⓗ࡞㏻⏝ᛶࡢ
Ꮫ⩦ᡂᯝ(Learning outcomes)ࡢࢩࣇࢺ㸸
ၥ㢟(୍ぢࠊ
ࠕ༢ᐇ㉁ࠖㄽᩚྜࡔࡀ)ࠋ э ᑵᴗ‽ഛࡋ࡚ࡢ㧗➼ᩍ⫱࠸࠺ほⅬࡽࡣ♫ⓗ
せㄳࡣ᫂☜ࠋ(the specification of what a student should learn as the result of a period of specified and supported

study.) ࡘࡲࡾࠊᤵᴗࡢ㉁࡛࡞ࡃᏛ⏕ࡢᏛ⩦ࡢᡂᯝ㔜Ⅼࡀ⨨ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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5.

ࡓࡔࡋࠊᅗ᭩㤋ࡢ㈉⊩ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿศ㔝࡛࠶ࡿࡀࠊ⮬ᕫホ౯ࡢࡼ࠺ᐤ࡛ࡁࡿࡣ᫂ࠋ

Ꮫᅗ᭩㤋㛵ࡍࡿホ౯ᴗ(⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ࠊLibQUAL+)
1. 1990 ᖺ௦ࡢᅜ❧Ꮫ࠾࠸࡚ࡣ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ࡣᐇࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ࡋࡔ࠸࣐ࣥࢿࣜࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
2. タ⨨ᇶ‽⥘ࠊㄆドホ౯࣭ἲேホ౯ࡢ௦࡞ࡗ࡚ࠊᅗ᭩㤋ࡢయⓗᙺࡀᏛෆ࡛༑ศホ౯ࡉࢀ
࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࠕ㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼ࡛ࣝࠖᏑᅾㄆ▱ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊᩍ⫱ࠊ◊✲ᐇࡢࡓࡵࡢྍḞせ⣲
ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
3. ARL ࡢ LibQUAL+ᑟධࡢヨࡳ(SERVQUAL(ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢホ౯᪉ἲ)ࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࡢᛂ
⏝ࠋ㢳ᐈᮇᚅᗘᐇ㝿⤒㦂ࡢࢠࣕࢵࣉࢆ ᐃ) э ⟃Ἴ࠾ࡅࡿ◊✲ࠊᮾࠊ༓ⴥ࠾ࡅࡿヨ
⾜ࠊ᠕⩏ሿᏛ࣭ၿࡢ⏬ э ᰿࠸࡚࠸࡞࠸࠸ࡗ࡚ࡼ࠸(ཧ⪃: బ⸨⩏๎㸸LibQUAL+™ࡢᒎ
㛤ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢရ㉁ホ౯, ࢝ࣞࣥࢺ࢙࢘ࢿࢫ,No 280, 2004.)

Ꮫࡢ⮬ᕫホ౯࠾ࡅࡿᅗ᭩㤋ࡢᙺ
1. Ꮫ⩦ᨭࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊ⯡ⓗࠕ༢ࡢᐇ㉁ࠖࠕᏛ⩦ᡂᯝࠖࠕᏛ⩦ᨭࠖ㈉⊩ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࡘࡑࡢ㈉⊩ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࢆ᫂♧ⓗᅗ᭩㤋ᖐᒓࡉࡏࡿࡇࡣࡁࢃࡵ࡚ᅔ㞴ࠋэ ┦ᙜ
ࡢດຊࡀᚲせ

2. ◊✲ᨭࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊ㈨※☜ಖࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡀࠊ◊✲ホ౯ࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊᅗ᭩㤋ࡢ
ᑓ㛛ⓗᢏ⬟ࡢά⏝ࡋ࡚ࡣ⮬↛ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

3. Thomson Reuters ࡼࡿᏛࣛࣥ࢟ࣥࢢⓗࢧ࣮ࣅࢫࠋElsevier ࡢၟရ࡛࠶ࡿ SciValࠋ
4. ᩍ⫱ሗබ⾲ࡢほⅬࡽࡣࠊᩍဨᴗ⦼ࡢ࡞ࡾࡀࠊࡇࢀࡽࡢฟ∧ഃࢧ࣮ࣅࢫ࡛ᤕᤊࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ
⪃៖ࡍࡿᅗ᭩㤋ࡢᐤࡣྍ⬟ э Institutional Redsaerch

5. ࡇࢀࡽࡢᴗົࡣࠊ⏝⪅ᨭ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⤒Ⴀᨭ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᏛᅗ᭩㤋Ꮫࡢ㛵ಀࢆ
⪃࠼ࡿ㝿㔜せ࡞࣏ࣥࢺࠋ

㈨ᩱ㸸㛵ಀἲ௧➼
⮫ᩍ⫱ᑂ㆟➨ḟ⟅⏦( 61 ᖺ 4 ᭶ 23 ᪥)(ᢤ⢋)
๓␎ 
 Ꮫࡢホ౯Ꮫሗࡢබ㛤
 Ꮫࡣ⮬ᕫࡢᩍ⫱ࠊ◊✲࠾ࡼࡧ♫ⓗᐤࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿ
 Ꮫࡢᩍ⫱ࠊ◊✲➼ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ᅜࡢෆእሗࢆබ㛤ࡍࡿ
ᚋ␎ 

Ꮫᰯᩍ⫱ἲ(ᢤ⢋)
➨ⓒ᮲ Ꮫࡣࠊࡑࡢᩍ⫱◊✲Ỉ‽ࡢྥୖ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊᙜヱᏛ
ࡢᩍ⫱ཬࡧ◊✲ࠊ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ୪ࡧタཬࡧタഛ㸦ḟ㡯࠾࠸࡚ࠕᩍ⫱◊✲➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢ≧ἣࡘ
࠸࡚⮬ࡽⅬ᳨ཬࡧホ౯ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆබ⾲ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ۑ㸰 Ꮫࡣࠊ๓㡯ࡢᥐ⨨ຍ࠼ࠊᙜヱᏛࡢᩍ⫱◊✲➼ࡢ⥲ྜⓗ࡞≧ἣࡘ࠸࡚ࠊᨻ௧࡛ᐃࡵࡿᮇ㛫ࡈ
ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡢㄆドࢆཷࡅࡓ⪅㸦௨ୗࠕㄆドホ౯ᶵ㛵ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡼࡿホ౯㸦௨ୗࠕㄆドホ౯ࠖ
࠸࠺ࠋ㸧ࢆཷࡅࡿࡶࡢࡍࡿࠋ ௨ୗ␎ 
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ۑ㸱 ᑓ㛛⫋Ꮫ㝔ࢆ⨨ࡃᏛ࠶ࡘ࡚ࡣࠊ๓㡯つᐃࡍࡿࡶࡢࡢࠊᙜヱᑓ㛛⫋Ꮫ㝔ࡢタ⨨ࡢ┠ⓗ
↷ࡽࡋࠊᙜヱᑓ㛛⫋Ꮫ㝔ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࠊᩍဨ⤌⧊ࡑࡢᩍ⫱◊✲άືࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࠊᨻ௧࡛ᐃࡵࡿᮇ㛫
ࡈࠊㄆドホ౯ࢆཷࡅࡿࡶࡢࡍࡿࠋ ௨ୗ␎ 
ۑ㸲 ๓㡯ࡢㄆドホ౯ࡣࠊᏛࡽࡢồࡵࡼࡾࠊᏛホ౯ᇶ‽㸦๓㡯ࡢㄆドホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵㄆドホ
౯ᶵ㛵ࡀᐃࡵࡿᇶ‽ࢆ࠸࠺ࠋḟ᮲࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧ᚑࡘ࡚⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
➨ⓒ༑᮲ ㄆドホ౯ᶵ㛵࡞ࢁ࠺ࡍࡿ⪅ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊ⏦ㄳࡼࡾࠊᩥ㒊⛉Ꮫ
⮧ࡢㄆドࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ ➨㸰㡯௨ୗ␎ 
➨ⓒ༑୍᮲ ␎ 
➨ⓒ༑᮲ ␎ 
➨ⓒ༑୕᮲ Ꮫࡣࠊᩍ⫱◊✲ࡢᡂᯝࡢᬑཬཬࡧά⏝ࡢಁ㐍㈨ࡍࡿࡓࡵࠊࡑࡢᩍ⫱◊✲άືࡢ≧ἣࢆබ⾲
ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

Ꮫᰯᩍ⫱ἲ⾜つ๎
➨ⓒ༑୍᮲ Ꮫᰯᩍ⫱ἲ➨ⓒ༑᮲➨ᅄ㡯つᐃࡍࡿබ⾲ࡣࠊห⾜≀ࡢᥖ㍕ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ⏝ࡑ
ࡢᗈࡃ࿘▱ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ᪉ἲࡼࡘ࡚⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
➨ⓒ༑᮲ Ꮫᰯᩍ⫱ἲ➨ⓒ༑᮲➨㡯つᐃࡍࡿᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡢᐃࡵࡿ㡯ࡣࠊ➨ⓒභ༑᮲➨୍㡯
➨୍ྕࡽ➨୕ྕࡲ࡛ཬࡧ➨ྕࡽ➨ඵྕࡲ࡛ᥖࡆࡿ㡯ࡍࡿࠋ
➨ⓒ༑᮲ࡢ Ꮫࡣࠊḟᥖࡆࡿᩍ⫱◊✲άື➼ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࡢሗࢆබ⾲ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
୍ Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ୖࡢ┠ⓗ㛵ࡍࡿࡇ
 ᩍ⫱◊✲ୖࡢᇶᮏ⤌⧊㛵ࡍࡿࡇ
୕ ᩍဨ⤌⧊ࠊᩍဨࡢᩘ୪ࡧྛᩍဨࡀ᭷ࡍࡿᏛཬࡧᴗ⦼㛵ࡍࡿࡇ
ᅄ ධᏛ⪅㛵ࡍࡿཷධ᪉㔪ཬࡧධᏛ⪅ࡢᩘࠊᐜᐃဨཬࡧᅾᏛࡍࡿᏛ⏕ࡢᩘࠊ༞ᴗཪࡣಟࡋࡓ⪅ࡢᩘ୪
ࡧ㐍Ꮫ⪅ᩘཬࡧᑵ⫋⪅ᩘࡑࡢ㐍Ꮫཬࡧᑵ⫋➼ࡢ≧ἣ㛵ࡍࡿࡇ
 ᤵᴗ⛉┠ࠊᤵᴗࡢ᪉ἲཬࡧෆᐜ୪ࡧᖺ㛫ࡢᤵᴗࡢィ⏬㛵ࡍࡿࡇ
භ Ꮫಟࡢᡂᯝಀࡿホ౯ཬࡧ༞ᴗཪࡣಟࡢㄆᐃᙜࡓࡘ࡚ࡢᇶ‽㛵ࡍࡿࡇ
 ᰯᆅࠊᰯ⯋➼ࡢタཬࡧタഛࡑࡢࡢᏛ⏕ࡢᩍ⫱◊✲⎔ቃ㛵ࡍࡿࡇ
ඵ ᤵᴗᩱࠊධᏛᩱࡑࡢࡢᏛࡀᚩࡍࡿ㈝⏝㛵ࡍࡿࡇ
 Ꮫࡀ⾜࠺Ꮫ⏕ࡢಟᏛࠊ㐍㊰㑅ᢥཬࡧᚰ㌟ࡢᗣ➼ಀࡿᨭ㛵ࡍࡿࡇ
㸰 Ꮫࡣࠊ๓㡯ྛྕᥖࡆࡿ㡯ࡢࠊᩍ⫱ୖࡢ┠ⓗᛂࡌᏛ⏕ࡀಟᚓࡍࡁ▱㆑ཬࡧ⬟ຊ㛵ࡍࡿ
ሗࢆ✚ᴟⓗබ⾲ࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸱 ➨୍㡯ࡢつᐃࡼࡿሗࡢබ⾲ࡣࠊ㐺ษ࡞యไࢆᩚ࠼ࡓୖ࡛ࠊห⾜≀ࡢᥖ㍕ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ⏝
ࡑࡢᗈࡃ࿘▱ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ᪉ἲࡼࡘ࡚⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ


Ꮫタ⨨ᇶ‽(ᢤ⢋)
㸦༢㸧
➨༑୍᮲  ྛᤵᴗ⛉┠ࡢ༢ᩘࡣࠊᏛ࠾࠸࡚ᐃࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰  ๓㡯ࡢ༢ᩘࢆᐃࡵࡿᙜࡓࡘ࡚ࡣࠊ
୍༢ࡢᤵᴗ⛉┠ࢆᅄ༑㛫ࡢᏛಟࢆᚲせࡍࡿෆ
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ᐜࢆࡶࡘ࡚ᵓᡂࡍࡿࡇࢆᶆ‽ࡋࠊᤵᴗࡢ᪉ἲᛂࡌࠊᙜヱᤵᴗࡼࡿᩍ⫱ຠᯝࠊᤵᴗ㛫እ
ᚲせ࡞Ꮫಟ➼ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊḟࡢᇶ‽ࡼࡾ༢ᩘࢆィ⟬ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
୍  ㅮ⩏ཬࡧ₇⩦ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
༑㛫ࡽ୕༑㛫ࡲ࡛ࡢ⠊ᅖ࡛Ꮫࡀᐃࡵࡿ㛫ࡢᤵᴗࢆࡶ
ࡘ୍࡚༢ࡍࡿࠋ
  ᐇ㦂ࠊᐇ⩦ཬࡧᐇᢏࡘ࠸࡚ࡣࠊ୕༑㛫ࡽᅄ༑㛫ࡲ࡛ࡢ⠊ᅖ࡛Ꮫࡀᐃࡵࡿ㛫ࡢ
ᤵᴗࢆࡶࡘ୍࡚༢ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊⱁ⾡➼ࡢศ㔝࠾ࡅࡿಶேᣦᑟࡼࡿᐇᢏࡢᤵᴗࡘ࠸࡚
ࡣࠊᏛࡀᐃࡵࡿ㛫ࡢᤵᴗࢆࡶࡘ୍࡚༢ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
୕  ୍ࡢᤵᴗ⛉┠ࡘ࠸࡚ࠊㅮ⩏ࠊ₇⩦ࠊᐇ㦂ࠊᐇ⩦ཪࡣᐇᢏࡢ࠺ࡕ௨ୖࡢ᪉ἲࡢే⏝ࡼࡾ
⾜࠺ሙྜࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ⤌ࡳྜࢃࡏᛂࡌࠊ๓ྕつᐃࡍࡿᇶ‽ࢆ⪃៖ࡋ࡚Ꮫࡀᐃࡵࡿ
㛫ࡢᤵᴗࢆࡶࡘ୍࡚༢ࡍࡿࠋ
㸱  ๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎࠊ༞ᴗㄽᩥࠊ༞ᴗ◊✲ࠊ༞ᴗไస➼ࡢᤵᴗ⛉┠ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡽ
ࡢᏛಟࡢᡂᯝࢆホ౯ࡋ࡚༢ࢆᤵࡍࡿࡇࡀ㐺ษㄆࡵࡽࢀࡿሙྜࡣࠊࡇࢀࡽᚲせ࡞Ꮫಟ
➼ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ༢ᩘࢆᐃࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦୍ᖺ㛫ࡢᤵᴗᮇ㛫㸧
➨༑᮲  ୍ᖺ㛫ࡢᤵᴗࢆ⾜࠺ᮇ㛫ࡣࠊᐃᮇヨ㦂➼ࡢᮇ㛫ࢆྵࡵࠊ୕༑㐌ࢃࡓࡿࡇࢆཎ
๎ࡍࡿࠋ
㸦ྛᤵᴗ⛉┠ࡢᤵᴗᮇ㛫㸧
➨༑୕᮲  ྛᤵᴗ⛉┠ࡢᤵᴗࡣࠊ༑㐌ཪࡣ༑㐌ࢃࡓࡿᮇ㛫ࢆ༢ࡋ࡚⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊᩍ⫱ୖ≉ูࡢᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜࡣࠊࡇࢀࡽࡢᮇ㛫ࡼࡾ▷࠸≉ᐃࡢᮇ㛫࠾࠸
࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
(୰␎)
(ᰯ⯋➼タ)
➨୕༑භ᮲ Ꮫࡣࠊࡑࡢ⤌⧊ཬࡧつᶍᛂࡌࠊᑡ࡞ࡃࡶḟᥖࡆࡿᑓ⏝ࡢタࢆഛ࠼ࡓᰯ⯋ࢆ᭷ࡍࡿ
ࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ≉ูࡢࡀ࠶ࡾࠊࡘࠊᩍ⫱◊✲ᨭ㞀ࡀ࡞࠸ㄆࡵࡽࢀࡿࡁࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛
࡞࠸ࠋ
୍ Ꮫ㛗ᐊࠊ㆟ᐊࠊົᐊ
 ◊✲ᐊࠊᩍᐊ㸦ㅮ⩏ᐊࠊ₇⩦ᐊࠊᐇ㦂࣭ᐇ⩦ᐊ➼ࡍࡿࠋ
㸧
୕ ᅗ᭩㤋ࠊ་ົᐊࠊᏛ⏕⮬⩦ᐊࠊᏛ⏕᥍ᐊ
㸰 ◊✲ᐊࡣࠊᑓ௵ࡢᩍဨᑐࡋ࡚ࡣᚲࡎഛ࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸱 ᩍᐊࡣࠊᏛ⛉ཪࡣㄢ⛬ᛂࡌࠊᚲせ࡞✀㢮ᩘࢆഛ࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸲 ᰯ⯋ࡣࠊ➨୍㡯ᥖࡆࡿタࡢࠊ࡞ࡿࡃሗฎ⌮ཬࡧㄒᏛࡢᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢタࢆഛ࠼ࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
㸳 Ꮫࡣࠊᰯ⯋ࡢࠊཎ๎ࡋ࡚య⫱㤋ࢆഛ࠼ࡿࡶࠊ࡞ࡿࡃయ⫱㤋௨እࡢࢫ࣏࣮ࢶタཬࡧ
ㅮᇽ୪ࡧᐤᐟ⯋ࠊㄢእάືタࡑࡢࡢཌ⏕⿵ᑟ㛵ࡍࡿタࢆഛ࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸴 ኪ㛫࠾࠸࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺Ꮫ㒊㸦௨ୗࠕኪ㛫Ꮫ㒊ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆ⨨ࡃᏛཪࡣኪ㛤ㅮไࢆᐇࡍࡿ
Ꮫ࠶ࡘ࡚ࡣࠊ◊✲ᐊࠊᩍᐊࠊᅗ᭩㤋ࡑࡢࡢタࡢ⏝ࡘ࠸࡚ࠊᩍ⫱◊✲ᨭ㞀ࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡶ
ࡢࡍࡿࠋ
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㸦ᰯ⯋ࡢ㠃✚㸧
➨୕༑᮲ࡢ ␎ 
㸦ᅗ᭩➼ࡢ㈨ᩱཬࡧᅗ᭩㤋㸧
➨୕༑ඵ᮲ ᏛࡣࠊᏛ㒊ࡢ✀㢮ࠊつᶍ➼ᛂࡌࠊᅗ᭩ࠊᏛ⾡㞧ㄅࠊど⫈ぬ㈨ᩱࡑࡢࡢᩍ⫱◊✲ୖᚲせ
࡞㈨ᩱࢆࠊᅗ᭩㤋ࢆ୰ᚰ⣔⤫ⓗഛ࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 ᅗ᭩㤋ࡣࠊ๓㡯ࡢ㈨ᩱࡢ㞟ࠊᩚ⌮ཬࡧᥦ౪ࢆ⾜࠺ࠊሗࡢฎ⌮ཬࡧᥦ౪ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚഛࡋ࡚
Ꮫ⾡ሗࡢᥦ౪ດࡵࡿࡶࠊ๓㡯ࡢ㈨ᩱࡢᥦ౪㛵ࡋࠊࡢᏛࡢᅗ᭩㤋➼ࡢ༠ຊດࡵࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
㸱 ᅗ᭩㤋ࡣࠊࡑࡢᶵ⬟ࢆ༑ศⓎࡉࡏࡿࡓࡵᚲせ࡞ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡑࡢࡢᑓ௵ࡢ⫋ဨࢆ⨨ࡃࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
㸲 ᅗ᭩㤋ࡣࠊᏛࡢᩍ⫱◊✲ࢆಁ㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞㐺ᙜ࡞つᶍࡢ㜀ぴᐊࠊࣞࣇࣞࣥࢫ࣭࣮࣒ࣝࠊᩚ⌮
ᐊࠊ᭩ᗜ➼ࢆഛ࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸳 ๓㡯ࡢ㜀ぴᐊࡣࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦ཬࡧᩍဨࡢᩍ⫱◊✲ࡢࡓࡵ༑ศ࡞ᩘࡢᗙᖍࢆഛ࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

Ꮫᰯᩍ⫱ἲ⾜つ๎➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿ┬௧ࡢ⾜ࡘ࠸࡚㸦㏻▱㸧(ᢤ⢋)
 ࡇࡢࡓࡧ㸪ูῧࡢ࠾ࡾ㸪Ꮫᰯᩍ⫱ἲ⾜つ๎➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿ┬௧㸦ᖹᡂ  ᖺᩥ㒊⛉Ꮫ┬௧
➨  ྕ㸧ࡀᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥බᕸࡉࢀ㸪ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ⾜ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 Ꮫ➼ࡀබⓗ࡞ᩍ⫱ᶵ㛵ࡋ࡚㸪♫ᑐࡍࡿㄝ᫂㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡶ㸪ࡑࡢᩍ⫱ࡢ㉁ࢆྥୖ
ࡉࡏࡿほⅬࡽ㸪බ⾲ࡍࡁሗࢆἲ௧ୖ᫂☜ࡋ㸪ᩍ⫱ሗࡢ୍ᒙࡢබ⾲ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇࡀ㸪
ᅇࡢᨵṇࡢ㊃᪨࡛ࡍࠋ
 ᅇࡢᨵṇࡢᴫせཬࡧ␃ពࡍࡁ㡯➼ࡣୗグࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࡢ࡛㸪༑ศᚚ▱࠸ࡓࡔࡁ㸪ࡑࡢ㐠
⏝ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㑇₃࡞ࡁࡼ࠺࠾ྲྀࡾィࡽ࠸ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
グ
➨୍ Ꮫᰯᩍ⫱ἲ⾜つ๎㸦  ᖺᩥ㒊┬௧➨  ྕ㸧ࡢᨵṇࡢᴫせ␃ពⅬ
㸦㸧Ꮫ㸦▷ᮇᏛ㸪Ꮫ㝔ࢆྵࡴࠋ㸧ࡣ㸪ḟࡢᩍ⫱◊✲άື➼ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࡢሗࢆබ⾲ࡍࡿ
ࡶࡢࡍࡿࡇࠋ㸦➨  ᮲ࡢ  ➨  㡯㛵ಀ㸧
 ࠙ࠚ Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ୖࡢ┠ⓗ㛵ࡍࡿࡇࠋ㸦➨  ྕ㛵ಀ㸧
 ࠙ࠚ ᩍ⫱◊✲ୖࡢᇶᮏ⤌⧊㛵ࡍࡿࡇࠋ㸦➨  ྕ㛵ಀ㸧
 ࠙ࠚ ᩍဨ⤌⧊㸪ᩍဨࡢᩘ୪ࡧྛᩍဨࡀ᭷ࡍࡿᏛཬࡧᴗ⦼㛵ࡍࡿࡇࠋ㸦➨  ྕ㛵ಀ㸧
  ྛᩍဨࡢᴗ⦼ࡘ࠸࡚ࡣ㸪◊✲ᴗ⦼➼ࡲࡽࡎ㸪ྛᩍဨࡢከᵝ࡞ᴗ⦼ࢆ✚ᴟⓗ᫂ࡽ
ࡍࡿࡇࡼࡾ㸪ᩍ⫱ୖࡢ⬟ຊ㛵ࡍࡿ㡯ࡸ⫋ົୖࡢᐇ⦼㛵ࡍࡿ㡯࡞㸪ᙜヱᩍဨࡢᑓ㛛ᛶ
ᥦ౪࡛ࡁࡿᩍ⫱ෆᐜ㛵ࡍࡿࡇࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ࠸࠺Ⅼ␃ពࡍࡿࡇࠋ 
 ࠙ࠚ ධᏛ⪅㛵ࡍࡿཷධ᪉㔪ཬࡧධᏛ⪅ࡢᩘ㸪ᐜᐃဨཬࡧᅾᏛࡍࡿᏛ⏕ࡢᩘ㸪༞ᴗཪࡣಟ
ࡋࡓ⪅ࡢᩘ୪ࡧ㐍Ꮫ⪅ᩘཬࡧᑵ⫋⪅ᩘࡑࡢ㐍Ꮫཬࡧᑵ⫋➼ࡢ≧ἣ㛵ࡍࡿࡇࠋ
㸦➨  ྕ㛵ಀ㸧
 ࠙ࠚ ᤵᴗ⛉┠㸪ᤵᴗࡢ᪉ἲཬࡧෆᐜ୪ࡧᖺ㛫ࡢᤵᴗࡢィ⏬㛵ࡍࡿࡇࠋ㸦➨  ྕ㛵ಀ㸧
 ࠙ࠚ Ꮫಟࡢᡂᯝಀࡿホ౯ཬࡧ༞ᴗཪࡣಟࡢㄆᐃᙜࡓࡗ࡚ࡢᇶ‽㛵ࡍࡿࡇࠋ㸦➨  ྕ
㛵ಀ㸧
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 ࠙ࠚ ᰯᆅ㸪ᰯ⯋➼ࡢタཬࡧタഛࡑࡢࡢᏛ⏕ࡢᩍ⫱◊✲⎔ቃ㛵ࡍࡿࡇࠋ㸦➨  ྕ㛵ಀ㸧

 ࠙ࠚ ᤵᴗᩱ㸪ධᏛᩱࡑࡢࡢᏛࡀᚩࡍࡿ㈝⏝㛵ࡍࡿࡇࠋ㸦➨  ྕ㛵ಀ㸧
 ࠙ࠚ Ꮫࡀ⾜࠺Ꮫ⏕ࡢಟᏛ㸪㐍㊰㑅ᢥཬࡧᚰ㌟ࡢᗣ➼ಀࡿᨭ㛵ࡍࡿࡇࠋ㸦➨  ྕ㛵
ಀ㸧
㸦㸧Ꮫࡣ㸪ᩍ⫱ୖࡢ┠ⓗᛂࡌᏛ⏕ࡀಟᚓࡍࡁ▱㆑ཬࡧ⬟ຊ㛵ࡍࡿሗࢆ✚ᴟⓗබ⾲ࡍࡿ
ࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࡇࠋࡑࡢ㝿㸪Ꮫࡢᩍ⫱ຊࡢྥୖࡢほⅬࡽ㸪Ꮫ⏕ࡀࡢࡼ࠺࡞࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛᇶ࡙ࡁ㸪ఱࢆᏛࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠸࠺ほⅬࡀ᫂☜࡞ࡿࡼ࠺␃ពࡍࡿࡇࠋ㸦➨  ᮲
ࡢ  ➨  㡯㛵ಀ㸧
㸦㸧㸦㸧ࡼࡿᩍ⫱ሗࡢබ⾲ࡣ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢ㐺ษ࡞యไࢆᩚ࠼ࡓୖ࡛㸪ห⾜≀ࡢᥖ㍕㸪ࣥ
ࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ⏝ࡑࡢᗈࡃ࿘▱ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ᪉ἲࡼࡗ࡚⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࡇࠋ㸦➨ 
᮲ࡢ  ➨  㡯㛵ಀ㸧
㸦㸧Ꮫࡢᩍ⫱ሗࡢබ⾲㛵ࡍࡿ㸦㸧㹼㸦㸧ࡘ࠸࡚㸪㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ‽⏝ࡍࡿࡇࠋ㸦➨ 
᮲㛵ಀ㸧
୰␎ 
➨ᅄ ⾜ࡘ࠸࡚
  ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥⾜ࡍࡿࡇࠋ
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┠ḟ
• 䛺䛬Ꮫホ౯䛛

Ꮫホ౯䛸Ꮫᅗ᭩㤋

– Ꮫᅗ᭩㤋䛿Ꮫ䛾ᶵ⬟䜢ᢸ䛖
– Ꮫ䛻䛿♫ⓗ㈐௵䛜䛒䜛
– ᅜ㝿ᛶ䛸⮬ᚊᛶ

• 䛭䛾Ṕྐⓗ⤒⦋䛸⌧≧

ᅵᒇಇ
(Ꮫホ౯䞉Ꮫᤵᶵᵓ)

– ᡓᚋᩍ⫱ᨵ㠉
– ⮫ᩍᑂ䛻ጞ䜎䜛୍㐃䛾Ꮫᨵ㠉
– つไ⦆䞉ᅜ❧Ꮫἲே䞉♫ⓗㄝ᫂㈐௵

• Ꮫホ౯䛸Ꮫᅗ᭩㤋

– ⌧≧䛻䛚䛡䜛➼㛩ど
– 䜒䛧䛛䛧䛯䜙䚸ኚ䛜䛒䜚ᚓ䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔

ᑡᏊ䛧䛶䜒Ꮫ⏕䛿300ே䛛䜙ῶ䛳䛶䛔䛺䛔

⌧௦䛾Ꮫ䛾⨨(Ṕྐ䛿䛹䛖䛷䜒䜘䛔)
• 300ே䛻4䜢䛖 䋻 ⣡⛯⪅䛸ᤵᴗᩱᨭᡶ䛔⪅䛜stakeholder
– [(ᅜ❧Ꮫ㐠Ⴀ㈝㔠+ᅜ❧Ꮫᤵᴗᩱ)
– (⚾❧Ꮫᤵᴗᩱ+⚾❧Ꮫ⤒ᖖ㈝䞉タタഛ㈝⿵ຓ)
– (බ❧Ꮫᤵᴗ+⮬యᨭฟ)
– ◊✲ຓᡂ
(4ࠥ5⛬ᗘ䚸ᇶ♏䛿୍ே100)

• 8㏆䛟䛜୰➼ᩍ⫱⤊ᚋ䜒ᑵᏛ

– 䛂㧗➼䛃䛸䛔䛖䜘䜚䜒䚸postsecondary/tertiary䛾୍㒊䛸䛧䛶䛾⨨䛵䛡

• ᑵᴗ‽ഛ䛸䛧䛶䛾ᛶ᱁䛵䛡

– 㞠⏝⪅䛜stakeholder䛸䛺䜛

• 䛂㧗➼ᩍ⫱䜢Ꮫ⏕䛜ᾘ㈝⪅䛸䛧䛶㉎㈙䛧䚸Ꮫ䜢㈨⏘䛸䛧⏕ィ䜢❧䛶䜛䛃
– “studentconsumerism” 䝰䝕䝹(䛂㔠䛧䛶䛷䜒)

• ◊✲㈨㔠䛿䜋䛸䜣䛹䛩䜉䛶බⓗ㈨㔠
– ⣡⛯⪅䛜stakeholder

• ◊✲䛸ᩍ⫱䛾ᅜ㝿

– 㞠⏝ᕷሙ䛾ᅜ㝿ὶື䛸◊✲ேᮦ㑏ὶ(braincirculatioin)䛾ᅜ㝿
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⌧ᅾ䚸㐍Ꮫ⋡60%ᙅ䛷䚸༙ᩘ㏆䛟䛜᥎⸀䞉OAධᏛ

䛂㇟∳䛾ሪ䛃䛸䛧䛶䛾Ꮫ
• 19ୡ⣖௨㝆♫䛛䜙㝸䛯䛳䛯౯್ほ䛸⾜ື
ᵝᘧ䛷≉ᚩ䛵䛡䜙䜜䜛▱㆑ே䛾㞟ᅋ䜢ᥟ
䛩䜛⾲⌧(esotericism+(academic)elitism)
• ே㛫䛾㞟ᅋ䛷䛒䜛௨ୖ䝬䝛䞊䝆䝯䞁䝖䛿ᚲせ䚹
䛧䛛䛧䚸䛭䜜䛜ಙ䜢䜒䛯䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯 䊹
つ๎䚸ᶒጾ䚸(ᩍဨ㑅⪃)➼䚻
• Ꮫ༞ᴗ⏕䛿䚸ᬑ㏻䛻䛂ᑵᴗ䛩䜛䛃 䋻䛭䛾⬟
ຊ䜈䛾ಙ䚸ᝨ
• እ㒊䛛䜙䛾䝏䜵䝑䜽䛾ᚲせᛶ

᪥ᮏ䛾Ꮫ䛾㉁ಖド䛾ᅜ㝿ⓗᚲせᛶ
• 䜲䜼䝸䝇䠖 䝃䝑䝏䝱䞊ᨵ㠉௨㝆 䋻 QAA

– universalaccesstoHE=> Studentsattheheartofthesystem
(ᐇ䛿䚸㔠䛥䛫䛶ᤵᴗᩱ⣡䛸䛔䛖ไᗘ䜈)

• 䜰䝯䝸䜹䠖 ႠᏛ䛾ຨ⯆(Ꮫ⏕䛾10%)䚸ప䛔༞ᴗ⋡)䚸䜸
䝞䝬䛾ᣮᡓ(㞠⏝ฟ䚸ୡ⏺䝖䝑䝥䜈䛾ᖐ䚸༞ᴗ⋡䜢䛹䛖
䛻䛛䛧䜝!)ᚑ᮶䛛䜙accreditor
• 䝶䞊䝻䝑䝟䠖 䝪䝻䞊䝙䝱䞉䝥䝻䝉䝇(EHEA)䛸䝁䝨䞁䝝䞊䝀䞁䞉
䝥䝻䝉䝇 Ꮫ⾡䛸㞠⏝䛾ὶືᛶ䛾ᇶ┙䛾㐀
– EuropeanStandardsandGuidelines

• ᮾ༡䜰䝆䜰䠖 䜶䝸䞊䝖Ꮫ䛸ᅜᐙᨻ⟇

せ䛩䜛䛻䚸Ꮫホ౯䛿䛹䛖䛧䛶䜒ᚲせ
• Ꮫᩍ⫱䛸Ꮫᩍ⫱䛜⏕䜏ฟ䛩ேᮦ䛾㉁䛾ಖド 䋻
Ꮫᶵ㛵ูㄆドホ౯
• ㈨※㓄ศ䛾ᐈほⓗ᰿ᣐ䛾☜❧䛸᳨ド 䋻 ᅜ❧Ꮫἲ
ேホ౯
• ♫ⓗ䛺ㄝ᫂㈐௵䛾ᒚ⾜ 䋻 ᩍ⫱ሗබ⾲䛾⩏ົ

• ᮾ䜰䝆䜰䠖 ᪥ᮏ䛾ⴠ䛸୰ᅜ䛾ఙ㛗

• ྛᏛ䛾⤒Ⴀ䛾ᇶ♏䛸䛺䜛ᐈほⓗㄆ㆑ 䋻
IR(InstitutionalResearch)

• 䜰䝆䜰䞉ኴᖹὒᆅᇦ

• ᅜ㝿ⓗほⅬ

– 㧗➼ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮䛾☜❧㏵ୖ(䝶䞊䝻䝑䝟䞉䝰䝕䝹)
– 䜻䝱䞁䝟䝇䞉䜰䝆䜰

– 䛂䜰䝆䜰䞉ኴᖹὒᆅᇦ䛻䛚䛡䜛㧗➼ᩍ⫱䛾㈨᱁䛾ㄆᐃ䛻㛵䛩
䜛᮲⣙䛃(2011ᖺ11᭶)

➨ḟୡ⏺ᡓᚋ䛾㧗➼ᩍ⫱ᨵ㠉

ㄆドホ౯

• CIE/ᩍ⫱ๅ᪂ጤဨ/ᩥ㒊┬
• Ꮫᇶ‽༠䛸䛂Ꮫᇶ‽䛃
• Ꮫタ⨨ᇶ‽(ᩥ㒊┬௧)䛸䛭䛾ᐇ 䋻1980
ᖺ௦䜎䛷䜢ᨭ㓄
• ⮫ᩍ⫱ᑂ㆟(1985Ͳ)
• 1990ᖺ௦௨㝆䚸Ꮫᑂ㆟䚸୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟
䋻タ⨨ᇶ‽⥘䚸Ꮫ㝔㔜Ⅼ䚸␃Ꮫ
⏕䚸⮬ᕫⅬ᳨䞉ホ౯䛛䜙➨୕⪅ホ౯䜈䚸ᅜ❧
Ꮫἲே

• 䛂ᩍ⫱◊✲➼䛾⥲ྜⓗ䛺≧ἣ䛻䛴䛔䛶䛃(ἲ)7ᖺ(ᨻ௧)
䛤䛸䛻ホ౯䜢ཷ䛡䜛䋻ᩍ⫱䛾㉁䛾ಖド
• ㄆド䛥䜜䛯ホ౯ᶵ㛵䛻䜘䜛ホ౯

ㄆドホ౯䛾ᇶᮏⓗ⪃䛘᪉

ᇶ‽

• ┠ⓗ

– ホ౯⤖ᯝ䛜බ⾲䛥䜜䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸Ꮫ➼䛜♫䛻
䜘䜛ホ౯䜢ཷ䛡䜛
– ホ౯⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䛶Ꮫ➼䛜⮬䜙ᨵၿ䜢ᅗ䜛

• 䛧䛯䛜䛳䛶䚸

– ෆ㒊㉁ಖド䝅䝇䝔䝮䛜Ꮡᅾ䛧䚸ᶵ⬟䛧䛶䛔䜛䛾䛛
– ⮬ᕫホ౯䛚䜘䜃➨୕⪅䛾ホ౯䜢㏻䛨䛶⮬ᕫᨵၿ䜢
ᅗ䜛
– ⮬䜙ᐃ䜑䛯⌮ᛕ䞉┠ⓗ䞉ᩍ⫱┠ᶆ(ಶᛶ)䜢ᑛ㔜
– ἲ௧㑂Ᏺ䛿䝏䜵䝑䜽䛩䜛䛜⥲ྜⓗ䛻ุ᩿
– (Ꮫ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛻䜘䜛)䝢䜰䡡䝺䝡䝳䞊䛾㔜ど

– Ꮫᇶ‽༠(㈈ᅋἲே)
– 㧗➼ᩍ⫱ホ౯ᶵᵓ(㈈ᅋἲே)
– Ꮫホ౯䞉Ꮫᤵᶵᵓ(⊂❧⾜ᨻἲே)

• Ꮫᶵ㛵䛻䛴䛔䛶䚸Ꮫタ⨨ᇶ‽䛻ᚑ䛳䛶⾜䛖(Ꮫᰯ
ᩍ⫱ἲ)

• ホ౯⤖ᯝ䛾ᢅ䛔䚸ホ౯䜢ཷ䛡䛺䛛䛳䛯䛸䛝䛾⨩๎
䛾つᐃ䛿䛺䛔

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ᇶ‽䠍 Ꮫ䛾┠ⓗ
ᇶ‽䠎 ᩍ⫱◊✲⤌⧊
ᇶ‽䠏 ᩍဨཬ䜃ᩍ⫱ᨭ⪅
ᇶ‽䠐 Ꮫ⏕䛾ཷධ
ᇶ‽䠑 ᩍ⫱ෆᐜཬ䜃᪉ἲ(䕿 Ꮫኈㄢ⛬,䕿 Ꮫ㝔ㄢ
⛬䠄ᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬䜢ྵ䜐䚹䠅)
ᇶ‽䠒 Ꮫ⩦ᡂᯝ
ᇶ‽䠓 タ䞉タഛཬ䜃Ꮫ⏕ᨭ
ᇶ‽䠔 ᩍ⫱䛾ෆ㒊㉁ಖド䝅䝇䝔䝮
ᇶ‽䠕 ㈈ົᇶ┙ཬ䜃⟶⌮㐠Ⴀ
ᇶ‽10ᩍ⫱ሗ➼䛾බ⾲
Ꮫホ౯䞉ᏛᤵᶵᵓᏛᶵ㛵ูㄆド
ホ౯⥘(ᖹᡂ24ᖺᗘᐇศ)
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ᡭ㡰

ホ౯䝏䞊䝮

(Ꮫホ౯䞉Ꮫᤵᶵᵓ䛾ሙྜ)
•
•
•
•

ホ౯ᶵ㛵䛾㑅ᢥ
⮬ᕫホ౯᭩సᡂ◊ಟ
⮬ᕫホ౯᭩సᡂ䞉ᥦฟ
⮬ᕫホ౯᭩䛻䜒䛸䛵䛟ホ౯ཎ䛾సᡂ(ホ౯䝏䞊䝮)

•
•
•
•
•

ゼၥㄪᰝ(2᪥㛫)
ホ౯ሗ࿌᭩䛾సᡂ䞉㏦
(䜒䛧䛒䜜䜀)␗㆟⏦䛧❧䛶
␗㆟⏦䛧❧䛶䛾ᑂᰝ
ホ౯ሗ࿌᭩䛾☜ᐃ䞉බ⾲

– ㏣ຍ㈨ᩱ䛾せㄳ
– ㉁ၥ㡯┠(᭩㠃䚸ゼၥㄪᰝ)䛾☜ᐃ

㈨※㓄ศ䛻㛵䜟䜛ホ౯
• ᅜ❧Ꮫἲேホ౯

– ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᅜ❧Ꮫἲேホ౯ጤဨ䛜ᐇ䛧䚸䛴
䛞䛾୰ᮇ┠ᶆ㐩ᡂ䛾䛯䜑䛾ண⟬ᥐ⨨䛻ᫎ䛥䛫䜛
– Ꮫホ౯䞉Ꮫᤵᶵᵓ䛜Ꮫ➼䛾ᩍ⫱◊✲άື
➼䛾≧ἣ䛻䛴䛔䛶ホ౯

• 䛂◊✲䛃䛾ホ౯䛿䜒䛳䜁䜙䛣䛱䜙䛜⾜䛺䛳䛯
• ホ౯⤖ᯝ䛿Ⅼᩘ䛥䜜䚸㐠Ⴀ㈝㔠䛾㓄ศ
䛻(䜟䛪䛛䛻)ᙳ㡪䜢䛘䛯(ᖹᡂ23ᖺᗘ)
• ᬻᐃホ౯䛸☜ᐃホ౯䜢ᐇ(ḟᅇ䛿ᬻᐃ䛺䛧)
• Ꮫሗ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜢୍㒊ά⏝

Ꮫホ౯䛻䛚䛡䜛ᅗ᭩㤋䛾⨨
• 㝃ᒓタ䛸䛧䛶䛾⨨䛵䛡

– ᩍ⫱⤌⧊䛷䛿䛺䛔䛾䛷䚸ㄆドホ౯䛷䛿䛂䛥䜙䛳䛸䛃ᢅ䜟䜜
䜛䚹ฟ䛶䛟䜛䝕䞊䝍䜒ⶶ᭩ᩘ䚸㛤㤋㛫䛺䛹䛺䛾䛷䚸ᬑ㏻
䛿ㄡ䜒Ẽ䛻䛧䛺䛔䚹(ἲேホ౯䛷䛿┦ᡭ䛻䜒䛥䜜䛺䛔)
– 䛫䛔䛬䛔䚸⮬⩦䛾ሙ䛸䛧䛶䛾ᶵ⬟(䛷䜒䛣䜜䛿⤖ᒁ㛤㤋
㛫䛾䛣䛸)

• ሗ㛵㐃タ䛸䛧䛶䛾⨨䛵䛡

– ICT⎔ቃᩚഛ䛿䚸䛂䝉䞁䝍䞊䛃䛾䛸ㄆ㆑䛥䜜䛶䛔䜛
– ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸䛿䛒䜎䜚ぢ䛘䛺䛔

• ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸䜢䛂ᩍ⫱ሗබ⾲䛃䛸⤖䜃䛴䛡䛶⪃䛘䛶
䛔䛺䛔

• 䛧䛛䛧䚸᭱㏆䛾ືྥ䜢ぢ䜛䛸䛚䜒䛧䜝䛔ᒎᮃ䜒
ྍ⬟䛷䛒䜛?
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• ᰝ䠖 Ꮫ㛗䜽䝷䝇(⤒㦂⪅䜢ྵ䜐)
• ጤဨ䠖
– ᑐ㇟Ꮫ䛾ᑓ㛛ศ㔝䛾᭷㆑⪅
– 㧗➼ᩍ⫱◊✲䛾ᑓ㛛ᐙ➼

• ゼၥㄪᰝ䛷䛿䚸

– ⤒Ⴀᒙ䛸䛾㠃ㄯ
– ୍⯡ᩍဨ䛸䛾㠃ㄯ
– Ꮫ⏕䞉༞ᴗ⏕䛸䛾㠃ㄯ
– タぢᏛ 䋻 䜋䛸䜣䛹䛾ሙྜ䚸ᅗ᭩㤋䛿ゼၥ

䛭䛾䛾䛥䜎䛦䜎䛺ホ౯
• ᑓ㛛⫋Ꮫ㝔䚸▷ᮇᏛ䚸㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛺
䛹䛻䛴䛔䛶ㄆドホ౯
• 䝥䝻䜾䝷䝮ูホ౯
– 䛯䛸䛘䜀䚸JABEE

• ᶵ⬟ูホ౯
– ᆅᇦ㈉⊩䚸ᅜ㝿➼

• (ᅜ㝿ⓗ)㉁ಖド䝛䝑䝖䝽䞊䜽

㝃ᒓタ䛸䛧䛶䛾Ꮫᅗ᭩㤋
Ꮫホ౯䞉Ꮫᤵᶵᵓ䛾ホ౯䛷䛿ᇶ‽7
• ᩍ⫱䛾䛯䜑䛾㝃ᒓタ䛸䛧䛶䛾ᅗ᭩㤋(ሗ
䝉䞁䝍䞊䛸䛾㛵ಀ)
– Ꮫ䛾タ䛾୍㒊䛸䛧䛶䛾⨨䛡(䛂ᅜ❧Ꮫᰯ
タ⨨ἲ䛃௦䛷䛿䚸䛂Ꮫ䛻䛿ᅗ᭩㤋䜢⨨䛟䛃䚸⌧
ᅾ䛿タ⨨ᇶ‽(㈨ᩱཧ↷)䛻䜘䜛)
– 䛭䛾䛾䝉䞁䝍䞊䛿ᩍဨ䛜䛔䜛䛾䛷䚸ᩍ⫱⤌⧊
䛸䛧䛶䝸䝇䝖䛥䜜䜛䛣䛸䛜ከ䛔䛜䚸ᅗ᭩㤋䛿㡯┠
䛜ูᘓ䛶䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛷䚸䛂ᩍ⫱䛾䛯䜑䛾㝃ᒓ
タ䛃䛸䛧䛶䛿ᣲ䛢䜙䜜䛺䛔䛣䛸䛜㏻

• ᘓ≀䚸ಖᏑᗜ䛸䛧䛶䛾ᅗ᭩㤋(タ⨨ᇶ‽ཧ↷)

ᩍ⫱ሗබ⾲䛾⩏ົ
• Ꮫ䛿䚸ᩍ⫱◊✲䛾ᡂᯝ䛾ᬑཬཬ䜃ά⏝䛾
ಁ㐍䛻㈨䛩䜛䛯䜑䚸䛭䛾ᩍ⫱◊✲άື䛾≧
ἣ䜢බ⾲䛩䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹(Ꮫᰯᩍ⫱ἲ113᮲)
• ᐇ㝿䛻䛿䛒䜎䜚බ⾲䛥䜜䛺䛛䛳䛯䛾䛷䚸⚾❧
Ꮫ䛻䛴䛔䛶䛿䚸බ⾲䛾⛬ᗘ䜢⚾Ꮫຓᡂ䛻
ᫎ(2011ᖺ䛛䜙)
• 䛥䜙䛻䚸Ꮫศ⛉ᥦゝ䜢ཷ䛡䛶䚸Ꮫᰯᩍ⫱
ἲ⾜つ๎䛾ᨵゞ(2011ᖺ4᭶⾜)

Ꮫ䛾ᩍ⫱ᶵ⬟䛸Ꮫᅗ᭩㤋
• ༢䛸ຮᙉ㛫
–
–
–
–
–

45㛫䛾Ꮫಟෆᐜ䛾ಟᚓ䛻ᑐ䛧䛶1༢
ᤵᴗ䛿15㛫
䛧䛯䛜䛳䛶䚸30㛫䛾⮬⩦䛜ᚲせ?
㐌40㛫䛸䛩䜛䛸䚸600㛫䚹䛣䜜䜢45㛫䛷䜛䛸䚸䚸䚸
⌧ᐇ䛸㞳? 䛷䜒䚸䜰䝯䝸䜹䛷䜒ྠ䛨⪃䛘᪉䛰䛸䛩䜜䜀䚸䚸䚸

• ⮬⩦⎔ቃ䛸䛧䛶䛾ᅗ᭩㤋
– ᩚഛ䛿ᚲせ䛰䛜䚸⮬ᕫホ౯䛻┒䜚㎸䜏䛻䛟䛔
– 䛧䛛䛧䚸Ꮫ⩦ᡂᯝ(learningoutcomes)䜈䛾㛵ᚰ䛾䝅䝣䝖

• 䛧䛛䛧䚸᭱㏆䛾ᒎ㛤䛿䜒䛖୍Ṍඛ䜢⪃䛘䜙䜜䜛

᭱㏆䛾ືྥ(ᨻ⟇㠃2)

䠄1䠅Ꮫ䠄▷ᮇᏛ䠈Ꮫ㝔䜢ྵ䜐䚹䠅䛿䠈ḟ䛾ᩍ⫱◊✲άື➼䛾≧ἣ䛻䛴䛔䛶䛾ሗ䜢බ⾲䛩䜛䜒䛾䛸
䛩䜛䛣䛸䚹䠄➨172᮲䛾2➨1㡯㛵ಀ䠅
䛆1䛇 Ꮫ䛾ᩍ⫱◊✲ୖ䛾┠ⓗ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹䠄➨1ྕ㛵ಀ䠅
䛆2䛇 ᩍ⫱◊✲ୖ䛾ᇶᮏ⤌⧊䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹䠄➨2ྕ㛵ಀ䠅
䛆3䛇 ᩍဨ⤌⧊䠈ᩍဨ䛾ᩘ୪䜃䛻ྛᩍဨ䛜᭷䛩䜛Ꮫཬ䜃ᴗ⦼䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹䠄➨3ྕ㛵ಀ䠅
(ྛᩍဨ䛾ᴗ⦼䛻䛴䛔䛶䛿䠈◊✲ᴗ⦼➼䛻䛸䛹䜎䜙䛪䠈ྛᩍဨ䛾ከᵝ䛺ᴗ⦼䜢✚ᴟⓗ䛻᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣
䛸䛻䜘䜚䠈ᩍ⫱ୖ䛾⬟ຊ䛻㛵䛩䜛㡯䜔⫋ົୖ䛾ᐇ⦼䛻㛵䛩䜛㡯䛺䛹䠈ᙜヱᩍဨ䛾ᑓ㛛ᛶ䛸ᥦ౪䛷䛝
䜛ᩍ⫱ෆᐜ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䛷䛝䜛䛸䛔䛖Ⅼ䛻␃ព䛩䜛䛣䛸䚹 ) 䋻 ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸?
䛆4䛇 ධᏛ⪅䛻㛵䛩䜛ཷධ᪉㔪ཬ䜃ධᏛ⪅䛾ᩘ䠈ᐜᐃဨཬ䜃ᅾᏛ䛩䜛Ꮫ⏕䛾ᩘ䠈༞ᴗཪ䛿ಟ䛧䛯
⪅䛾ᩘ୪䜃䛻㐍Ꮫ⪅ᩘཬ䜃ᑵ⫋⪅ᩘ䛭䛾㐍Ꮫཬ䜃ᑵ⫋➼䛾≧ἣ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹䠄➨4ྕ㛵ಀ䠅
䛆5䛇 ᤵᴗ⛉┠䠈ᤵᴗ䛾᪉ἲཬ䜃ෆᐜ୪䜃䛻ᖺ㛫䛾ᤵᴗ䛾ィ⏬䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹䠄➨5ྕ㛵ಀ䠅
䛆6䛇 Ꮫಟ䛾ᡂᯝ䛻ಀ䜛ホ౯ཬ䜃༞ᴗཪ䛿ಟ䛾ㄆᐃ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾ᇶ‽䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹䠄➨6ྕ㛵ಀ䠅
䛆7䛇 ᰯᆅ䠈ᰯ⯋➼䛾タཬ䜃タഛ䛭䛾䛾Ꮫ⏕䛾ᩍ⫱◊✲⎔ቃ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹䠄➨7ྕ㛵ಀ䠅
䛆8䛇 ᤵᴗᩱ䠈ධᏛᩱ䛭䛾䛾Ꮫ䛜ᚩ䛩䜛㈝⏝䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹䠄➨8ྕ㛵ಀ䠅
䛆9䛇 Ꮫ䛜⾜䛖Ꮫ⏕䛾ಟᏛ䠈㐍㊰㑅ᢥཬ䜃ᚰ㌟䛾ᗣ➼䛻ಀ䜛ᨭ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹䠄➨9ྕ㛵ಀ䠅
䠄2䠅Ꮫ䛿䠈ᩍ⫱ୖ䛾┠ⓗ䛻ᛂ䛨Ꮫ⏕䛜ಟᚓ䛩䜉䛝▱㆑ཬ䜃⬟ຊ䛻㛵䛩䜛ሗ䜢✚ᴟⓗ䛻බ⾲䛩䜛䜘䛖
ດ䜑䜛䜒䛾䛸䛩䜛䛣䛸䚹䛭䛾㝿䠈Ꮫ䛾ᩍ⫱ຊ䛾ྥୖ䛾ほⅬ䛛䜙䠈Ꮫ⏕䛜䛹䛾䜘䛖䛺䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛻ᇶ䛵䛝䠈
ఱ䜢Ꮫ䜆䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛛䛸䛔䛖ほⅬ䛜᫂☜䛻䛺䜛䜘䛖␃ព䛩䜛䛣䛸䚹䠄➨172᮲䛾2➨2㡯㛵ಀ䠅

᭱㏆䛾ືྥ(ᨻ⟇㠃1)
• 䛂ண ᅔ㞴䛺௦䛻䛚䛔䛶⏕ᾭᏛ䜃⥆䛡䚸యⓗ䛻
⪃䛘䜛ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛Ꮫ䜈䛃䠄ᑂ㆟䜎䛸䜑䠅ᖹᡂ䠎䠐ᖺ
䠏᭶䠎䠒᪥୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟Ꮫศ⛉
– 㛵ಀᶵ㛵䛻䛚䛔䛶䛿䚸Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱䛾㉁ⓗ㌿䜢ᨭ䛘
䜛Ꮫಟᨭ⎔ቃ䠄䝔䜱䞊䝏䞁䜾䞉䜰䝅䝇䝍䞁䝖䠄䠰䠝䠅䠄䈜䠅➼
䛾ᩍ⫱䝃䝫䞊䝖䝇䝍䝑䝣䛾ᐇ䚸䠥䠟䠰䜢ά⏝䛧䛯᪉ྥᆺ
䛾ᤵᴗ䜔ᩍᏛ䝅䝇䝔䝮䛾ᩚഛ䚸Ꮫ⏕䛻ᑐ䛩䜛⤒῭ⓗᨭ
䚸Ꮫ⏕䛾యⓗ䛺Ꮫ䜃䛾䝧䞊䝇䛸䛺䜛ᅗ᭩㤋䛾ᶵ⬟ᙉ
䛺䛹䠅䛾ᐇែᢕᥱ䚸ຠᯝⓗ䛺ᩍ⫱䜢⾜䛖䛯䜑䛾䝁䝇䝖ศ
ᯒ䜔䛭䜜䛻ᇶ䛵䛟ᨭ䛾䜋䛛䚸Ꮫ䛻䛚䛡䜛䝇䝍䞁䝎䞊䝗
䛷Ⰻ㉁䛺ᩍ⛉᭩➼䛾ᩍᮦ䛾సᡂ䜔Ꮫ⏕䛾ᛮ⪃ຊ䜔⾲⌧
ຊ䜢ᘬ䛝ฟ䛩᭷ຠ䛺ᩍ⫱᪉ἲ䛾㛤Ⓨ䞉◊✲䛻ᑐ䛧䛶䜒✚
ᴟⓗ䛻ᨭ䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹(䚹12)
– 䛣䛾䛂䜎䛸䜑䛃䛷䛿䚸㉁ಖド䞉Ꮫ⩦ᡂᯝ䞉ᤵᴗ㛫䜢ᙉㄪ

᭱㏆䛾ືྥ(ᩍ⫱ICT)

䛂Ꮫᨵ㠉ᐇ⾜䝥䝷䞁䛃(2012ᖺ6᭶) ͲͲͲ䛂ㄝ᫂㈨ᩱ䛃䛻䜘䜛
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ꮫ䞂䜱䝆䝵䞁䛾⟇ᐃ䛻䜘䜛ᡓ␎ⓗ䛺ᨻ⟇ᒎ㛤
Ꮫ䞂䜱䝆䝵䞁䛾ෆᐜ䛾ᵓᡂ䜲䝯䞊䝆
యⓗ䛻Ꮫ䜃䞉⪃䛘䞉⾜ື䛩䜛ຊ䜢㘫䛘䜛Ꮫᩍ⫱䛾㉁ⓗ㌿
Ꮫධヨ䛾ᨵ㠉ࠥᏛ䜆ពḧ䛸ຊ䜢 䜛Ꮫධヨ䜈䛾㌿ࠥ
⏘ᴗᵓ㐀䛾ኚ䜔᪂䛯䛺Ꮫಟ䝙䞊䝈䛻ᑐᛂ䛧䛯♫ே䛾Ꮫ䜃┤䛧䛾᥎
㐍
䜾䝻䞊䝞䝹䛻ᑐᛂ䛧䛯ேᮦ⫱ᡂ
ᏛCOC(CenterofCommunity)ᶵ⬟䛾ᙉ
Ꮫ䛾◊✲ຊᙉ䛾ಁ㐍
ᅜ❧Ꮫᨵ㠉(䝻䞊䝗䝬䝑䝥)
ᅜ❧Ꮫᨵ㠉(ከᵝ䛺Ꮫ㛫㐃ᦠ)
ホ౯ไᗘ䛾ᢤᮏᨵ㠉
Ꮫሗ䛾බ⾲䛾ᚭᗏ(Ꮫ䝫䞊䝖䝺䞊䝖)
ᐈほⓗホ౯ᣦᶆ䛾㛤Ⓨ
㉁ಖドᨭ䛾䛯䜑䛾᪂䛯䛺⾜ᨻἲே䛾タ
ᅜ❧Ꮫ䛻䛚䛡䜛ᨻ⟇┠ⓗ䛻ᇶ䛵䛔䛯ᇶ┙ⓗ⤒㈝䛾㔜Ⅼⓗ㓄ศ䛾ᐇ⌧
㈈ᨻᇶ┙䛾☜❧䛸䝯䝸䝝䝸䛒䜛㈨㔠㓄ศ䛾ᐇ(⚾Ꮫ)
Ꮫ䛾㉁ಖド䛾ᚭᗏ᥎㐍(⚾Ꮫ)

• 2012ᖺ䛿MOOCඖᖺ

– MassivelyOpenOnlineCourse䛜ᐇ⌧䛧䛴䛴䛒䜛?

• 䛂ᩍᐊᤵᴗ䛃䛸䛂๓䞉ᚋᏛ⩦䛃䛸䛾┦ᑐⓗ㛵ಀ
䛾㏫㌿ => FlippedClassroom 䋻 Ꮫ⩦䛾ᮏయ䛿
ᩍᐊ䛾እ䛷
– ᚑ᮶䛾ᤵᴗෆᐜ䛿ᩍᐊ䛾እ䛷䚸online䛷
– ᩍᐊ䛷䛿䚸䜾䝹䞊䝥Ꮫ⩦ 䋻 ᩍဨ䛾ᙺ䛾ኚ 䋻
䛔䜟䜖䜛䛂ᩍ⫱ᨭ⪅䛃䛾ᙺ䛾㔜せᛶ
– 䛧䛛䛧䚸ᩍᐊ䛿䜾䝹䞊䝥Ꮫ⩦䛻ྥ䛟⎔ቃ䛛? 䋻 ᅗ᭩
㤋䛾䜋䛖䛜䜘䛔? (discovery䛸content䛾ᥦ౪)
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国立情報学研究所 学術基盤推進部次長
尾城 孝一
はじめに
 国立情報学研究所（以下「NII」という。
）は、平成 12 年 4 月、学術情報センターの改組・転
換によって設置された大学共同利用機関である。
「情報学に関する我が国唯一の学術総合研究所」
であると同時に、大学等の教育・研究に不可欠な学術情報基盤整備に関わる事業・サービスを提
供している。教育・研究と事業の両輪体制が NII の特徴である。特に『学術情報基盤の今後の在
り方について（報告）
』
（平成 18 年 3 月 23 日）において示された「最先端学術情報基盤（Cyber
Science Infrastructure: CSI）
」は、全国の大学・研究機関が個別に保有している膨大な計算資源
（コンピュータ資源、基盤的ソフトウェア）
、学術情報（コンテンツ、データベース）及び人材、
研究グループ等を学術コミュニティ全体の共有財産として、超高速ネットワーク上に造り出すた
めの基盤である。NII は、この CSI 構想のもとに、急速に変化する大学等の教育・研究活動を支
援する事業・サービスをさらに強化・高度化する取り組みを行っている。
Ⅰ．ミッション・中期目標・中期計画
１．ミッション
 NII は、平成 16 年 4 月から大学共同利用機関法人情報・システム研究機構の「情報に関する
科学の総合研究並びに当該研究を活用した自然及び社会における諸現象等の体系的な解明に関す
る研究」を推進するというミッションを共有しつつ、
「情報学に関する総合研究並びに学術情報の
流通のための先端的な基盤の開発及び整備」
（国立大学法人法施行規則）という目的のもとに以下
のミッションを掲げ、研究及び事業・サービスに取り組んでいる。
 ①我が国唯一の情報学の学術総合研究所として情報学という新しい学問分野での「未来価値創
成（学術創成）
」をすること
 ②大学共同利用機関として「情報学活動のナショナルセンター的役割」を果たすこと
 ③学術コミュニティ全体の研究・教育活動に不可欠な学術情報基盤（学術情報ネットワークや
学術コンテンツ）の事業を展開・発展すること
 ④上記の活動を通して「人材育成」と「社会・国際貢献」に努めること
２．中期目標・中期計画（第Ⅱ期：平成 22 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）
１）中期目標
 「２ 共同利用・共同研究に関する目標
 大学等の学術研究及び教育におけるネットワーク需要の急激な増加に対応するため，大学等及
 び学協会等との連携を強化し，我が国の学術研究・教育活動に不可欠な最先端学術情報基盤（サ
イバー・サイエンス・インフラストラクチャ：CSI）の一層の整備を推進し，情報学のみなら
ず，全ての学問分野の学術活動を支える情報基盤を構築・提供する。
」
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２）中期計画
 「２ 共同利用・共同研究に関する目標を達成するための措置
  ・CSI の中核としての次世代学術情報ネットワーク（SINET4）を構築・整備し，急速なネ
ットワーク需要に対応するとともに，あわせて学術研究活動の連携，学術リソースの共有
化のための機能を一層強化する。
・大学等におけるネットワーク上での学術連携，教育連携及び社会連携等を推進するために
不可欠な電子認証基盤，学術計算資源基盤，ネットワークサービス基盤等の整備を推進す
る。
・図書館等との連携・協力のもと，学術コミュニティのニーズを踏まえ，大学等における教
育・研究に不可欠な学術コンテンツを形成・確保・提供するとともに，異種コンテンツ間
の統合や学術コンテンツを提供するためのポータル機能の高度化などをすすめることに
より，次世代学術コンテンツ基盤の整備・提供を推進する。
」
３．事業・サービス推進のための基本的な考え方
 NII は、大学等との連携に基づき、以下の基本的な考え方により事業・サービスを推進するこ
ととしていうる。
 ①学術情報基盤の高度化・機能向上
  世界に伍す先端的学術情報基盤の構築・整備
 ②学術情報基盤運営連携の推進
  自前主義を排し、連携による効率的・効果的な学術情報基盤の整備
 ③学術情報サービス連携の推進
  NDL、JST 等他の学術情報サービス機関との連携による学術情報基盤の整備
 ④産学連携・社会貢献・国際貢献
Ⅱ．事務組織（平成 24 年 4 月）
１．2 部 4 課 1 室 1 センター
１）学術基盤推進部（学術基盤課、学術コンテンツ課、図書館連携・協力室、情報基盤センター）
２）総務部（企画課、総務課）
２．チーム及び室（学術基盤推進部）
１）学術基盤課
①総括・連携基盤チーム：部内・課内総括、サービスシステム管理、認証連携基盤の運営
②SINET チーム：学術ネットワークの運営
  ③SINET 利用推進室：SINET 利用に関する啓蒙や利用支援、オープンフォーム活動
  ④クラウド推進室：所内クラウドの推進及び大学間クラウドに関する研究
  ⑤学術認証推進室：学術認証（学認等）及び HPCI の推進
２）学術コンテンツ課
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①コンテンツチーム：学術コンテンツ・ポータル、電子アーカイブ
②図書館連携チーム：NACSIS-CAT/ILL、機関リポジトリ、教育研修事業、SPARC Japan
③コンテンツシステム開発室：コンテンツサービスのシステム開発
３）図書館連携・協力室：大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）事務局
４）情報基盤センター
①所内情報環境整備チーム：所内 LAN の整備・運用
②所内図書情報チーム：図書室の運営
Ⅲ．事業・サービス
１．最先端学術情報基盤（CSI: Cyber Science Infrastructure）の構築・推進
 NII が大学等と連携して構築・推進している CSI は、大学等において急速に変化している教育・
研究環境を支える学術情報流通基盤を整備する事業であり、学術施策の一環として推進されるべ
きものである。NII では現在以下について重点的に取り組んでいる。
 ①大学における情報基盤センター等との連携による、学術情報ネットワーク（SINET4）
、全国
的な大学共同電子認証基盤等の整備
 ②大学図書館等との連携による、次世代学術コンテンツ基盤の整備
２．CSI の推進体制
１）学術情報ネットワーク運営・連携本部
  ①企画作業部会
  ②ネットワーク作業部会
  ③認証作業部会
  ④高等教育機関における情報セキュリティポリシー推進部会
２）学術コンテンツ運営・連携本部
  ①図書館連携作業部会
３．学術情報ネットワーク
１）学術情報ネットワークの意義
  ①先端的学術連携に不可欠な最先端ネットワーク基盤の提供
   ・研究拠点を最大 80Gbps で接続し、最先端研究のニーズに対応
    【例】国立天文台、核融合科学研究所
  ②学術研究・教育活動に不可欠な情報ライフラインの提供
   ・加入機関数 769、接続機関数 936（平成 24 年 3 月末現在）
、200 万人以上の研究者・学
生が利用
  ③国際連携の基盤の提供
   ・海外の研究教育ネットワーク（NREN）との接続
    【例】Internet2（米国）
、GÉANT2（欧州）
、TEIN4（アジア）
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２）学術情報ネットワーク SINET4（サイネット・フォー）の運用（平成 23 年 4 月～）
  ①従来の SINET3 を構造変更し、さらなるネットワークの高速化、高安定化を実現
３）SINET4 の特徴
  ①ネットワークの高速化
   ・コア回線は、40Gbps を基本とし、エッジ回線は 2.4Gbps～40Gbps で構成
   ・アクセス回線（ノード校）は、ダークファイバ＋WDM（波長多重装置）技術等により
最大 40Gbps まで、経済的かつ柔軟な高速化が可能
  ②ネットワークの信頼性向上
   ・コア回線、エッジ回線の完全冗長化及びコア回線の迂回路強化を図るとともに、すべて
のノード（8 コアノード、42 エッジノード）を通信事業者のデータセンタへ設置するこ
とで、災害や障害に強い信頼性の高いネットワーク構成を実現
   ・東日本大震災の際にも継続してサービスを提供
  ③多様なネットワークサービス
   ・マルチレイヤーサービス（専用線、イーサネット、インターネット）の提供
   ・リソースオンデマンドサービス（臨時専用線・VPN サービス）
   ・マルチレイヤーVPN（Virtual Private Network サービス）
   ・マルチレイヤーQoS（Quality of Service）サービス
   ・情報提供サービス（セキュリティ情報、パフォーマンス計測等の提供）
  ④高速アクセス回線環境の整備
   ・ノード未設置県については、平成 23 年度中に整備完了
  ⑤上位レイヤ展開
   ・上位レイヤサービスを支援するインタフェースやサービス提供プラットフォームを検討
中
４）ネットワーク利用の推進
  ①学術情報基盤オープンフォーラム
   ・平成 21 年 6 月 12 日に発足式を開催（現在 243 機関が参加）
   ・クラウドやセキュリティなどをテーマとした情報交換を主眼とした説明会を実施
    ・説明会の開催状況（平成 23 年度実績）
     ・学術情報基盤オープンフォーラムの開催（3 回）
  ②SINET 利用推進室の設置（平成 19 年 10 月）
   ・利用支援、普及・利用促進、調査等
    ・説明会の開催状況（平成 23 年度実績）
     ・クラウドサービスのための SINET 及び学認説明会（全国 7 ヶ所）
５）国際回線：米国、アジア、ヨーロッパの学術ネットワークとの相互接続
  ①北米回線
   ・ニューヨーク向け：10Gbps（ニューヨークでヨーロッパ回線と相互接続）
   ・ ロサンゼルス向け: 10Gbps
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  ②アジア回線
   ・シンガポール向け：2.4Gbps
６）全国大学共同電子認証基盤構築事業
  ①サーバ証明書発行プロジェクト
   ・大学の Web サーバに対してサーバ証明書を発行
   ・サーバ証明書の意義や必要性の啓発、セキュリティ向上が主な目的
   ・審査の自動化等の検証のため、平成 21～26 年度の 6 年間研究プロジェクトとして実施
  ②学術認証フェデレーション（GakuNin）の運用（平成 22 年 4 月～）
   ・Shibboleth による大学間学術リソース共有及び商用サービスプロバイダとの接続を実現
   ・Science Direct、SCOPUS、Springer、Web of Knowledge、Ovid SP、Dreamspark、
RefWorks、Cambridge Journals Online、Pathology Images、EBSCOhost 等との商用
プロバイダとの接続が完了
   ・CiNii、テレビ会議システム、eduroam（無線 LAN）等の NII のサービスも利用可能
    ・参加機関：41（平成 24 年 5 月末現在）
４．目録所在情報サービス（NACSIS-CAT/ILL）
１）接続機関数（平成 24 年 3 月末現在）
サービス名
NACSIS-CAT
NACSIS-ILL
ILL 相殺サービス
GIF（日米）

日本側
北米側

GIF（日韓）

日本側
韓国側

参加機関数
1,262
(1,248)
958
(945)
838
(817)
162
(159)
87
(81)
115
(115)
300
(292)

備 考
短大 126、
高専 54、
大学共同利用機関 16、
大学 733、
その他 205、海外機関 128
利用実績のある機関数
※利用番号を持つ機関数 1,112（1,099）
大学 702 、高専 57 、その他 79
現物貸借参加は 89 図書館
現物貸借参加は 46 図書館

＊括弧内は前年同月数
２）蓄積レコード数・処理件数（平成 24 年 3 月末現在）
 ①蓄積レコード数
図 書

雑 誌

合  計

書誌レコード数

9,781,000

327,000

10,108,000

所蔵レコード数

115,050,000

4,601,000

119,651,000

・接続端末台数
約 5,000 台
（ピーク時6,000 台）
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典拠レコード数

著者名典拠

統一書名典拠

1,590,000

30,000

1,620,000

②ILL 処理件数（平成 23 年度） ＊（）は、平成 22 年度
文献複写
ILL 処理件数

現物貸借

合 計

761,000

90,000

851,000

(789,000)

(95,000)

(884,000)

③GIF 処理件数  ＊（）は、平成 22 年度
文献複写

現物貸借

合 計

日米 ILL/DD

依頼

1,658 (1,256)

438 (355)

2,096 (1,611)

受付

981 (909)

882 (813)

1,863 (1,722)

日韓 ILL/DD

依頼

63 (86)

－

63(86)

受付

3,313(2,926)

－

3,313(2,926)

３）遡及入力事業
 ・NACSIS-CAT 参加館における遡及入力を促進するために平成 16 年度から実施しているプロ
ジェクト
 ・公募によって実施館を募集
 ・平成 22 年度から第 3 期 3 年間を開始
年度
第1期

第2期

第3期

採択件数

平成 16 年度

29 件

平成 17 年度

53 件

平成 18 年度

57 件

平成 19 年度

20 件

平成 20 年度

18 件

平成 21 年度

14 件

平成 22 年度

11 件

平成 23 年度

9件

４）次世代目録システムの検討
 ・図書館連携作業部会ワーキンググループでの検討
  ・次世代コンテンツ基盤形成の将来構想検討（
『電子的学術情報資源を中心とする新たな基盤
構築に向けた構想』
（学術コンテンツ運営・連携本部図書館連携作業部会報告書）
）
５．学術コンテンツ・ポータル
１）構成するデータベースとレコード件数（平成 24 年 3 月末現在）
データベース
CiNii（論文情報ナビゲータ）
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収録件数（万件）

備 考

1,530 引用文献索引データベース、

NII-ELS、雑誌記事索引
Webcat Plus

2,500 連想検索

KAKEN(科学研究費補助金 DB)

67 採択課題、研究実績報告、研
究成果概要

NII-DBR（学術 DB リポジトリ）

223 29 データベース

JAIRO（学術機関リポジトリ・ポータ

130 200 機関リポジトリに蓄積さ

ル）
NII-REO（電子ジャーナルリポジトリ）

れた学術情報
380 Springer、OUP、IEEE/CS、
HCPP

２）電子図書館事業等（平成 24 年 4 月現在）
 ①電子図書館サービス
  ・学協会との連携 1,283 タイトル（フルテキスト 340 万件）
 ②学術雑誌公開支援事業
  ・大学等との連携 研究紀要 7,643 タイトル（フルテキスト 39 万件）
３）アーカイブ事業
 ①NII-REO の拡充
  ・電子ジャーナルバックファイルの基盤的整備（Springer、OUP）
  ・人文社会科学系電子ファイルの基盤的整備（HCPP、MOMW）
 ②国際連携
  ・CLOCKSS（Controlled LOCKSS: Lots of Copies Keep Stuff Safe）との連携
   ・日本の大学図書館向け特別提案のアグリーメント締結（平成 22 年 10 月）
   ・国内参加大学 29 機関（国立：15、公立：1、私立：13）
４）他の情報サービスとの連携・協力
 ①科学技術振興機構（JST）
、国立国会図書館（NDL）
、医学中央雑誌（医中誌）
 ②Google、Yahoo の検索エンジン
６．学術機関リポジトリの構築・連携支援事業
１）学術機関リポジトリ構築ソフトウェア実装実験プロジェクト（平成 16 年度）
２）第 1 期（平成 17 年度～平成 19 年度）
 ・領域 1：機関リポジトリの構築と運用→70 機関に委託
 ・領域 2：研究開発→22 テーマ（最終的に 14 プロジェクトに集約）
３）第 2 期（平成 20 年度～平成 21 年度）
 ・領域 1：機関リポジトリの更なる普及とコンテンツの拡充→74 機関に委託
 ・領域 2：新サービス、利便性向上のための調査・研究・開発→21 プロジェクト
４）第 3 期（平成 22 年度～平成 24 年度）
 ・領域 1：コンテンツ構築支援→24 機関に委託（平成 23 年度追加 7 機関）
 ・領域 2：先導的プロジェクト支援→8 プロジェクトに委託
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 ・領域 3：学術情報流通コミュニティ活動支援→4 プロジェクトに委託
５）成果報告会
 ・平成 18 年度成果（平成 19 年 7 月 3 日）
 ・平成 19 年度成果（平成 20 年 6 月 12～13 日）
 ・平成 20 年度成果（平成 21 年 7 月 9～10 日）
 ・平成 21 年度成果（平成 22 年 6 月 22 日）
 ・平成 22 年度成果（平成 23 年 6 月 13～14 日）
 ・平成 23 年度成果（平成 24 年 6 月 12～13 日）
６）機関リポジトリ構築状況（平成 24 年 3 月末）
 ①機関リポジトリ公開機関：233 機関
 ②蓄積コンテンツ数：130 万件（JAIRO 蓄積レコード数）
７）NII の役割
 ①コンテンツ形成支援
 ②システム構築支援
  ・メタデータフォーマット junii2 の公開
  ・機関リポジトリ構築ソフトウェア（WEKO）公開
 ③コミュニティ形成支援
  ・研修、シンポジウム、ワークショップ等の開催
 ④機関リポジトリ・ポータル JAIRO の提供
 ⑤共同リポジトリ（JAIRO Cloud）によるクラウドシステム環境の提供
７．教育研修事業
１）講習会・研修
 ①講習会・地域講習会（目録システム講習会、ILL システム講習会）
 ②専門研修（学術ポータル担当者研修、学術情報リテラシー教育担当者研修、大学図書館職員
短期研修、情報処理技術セミナー、NACSIS-CAT/ILL ワークショップ）
 ③国立情報学研究所実務研修
２）講習会の改善
 ①研修機会の拡大：新しい研修形態の導入
  ・e-Learning 手法の導入：セルフラーニング教材の開発・運用
 ②講習内容の理解度確認
  ・セルフチェックテスト
 ③研修・講習会の変更
  ・学術ポータル担当者研修のテーマ、カリキュラム改変（平成 23 年度～）
 ④講習会講師支援
８．国際学術情報流通基盤整備事業（SPARC Japan）
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 日本の学協会等が刊行する学術雑誌の電子化・国際化を強化することによって、学術情報流通
の国際的基盤の改善に寄与することを目的とした事業。
１）事業内容
 ①学会誌合同プロモーション支援
 ②コミュニティ支援
 ③国際連携の推進
 ④ビジネスモデルの創出支援
 ⑤調査・啓発事業の推進
２）事業期間
 ①第一期（平成 15 年度～17 年度）
 ②第二期（平成 18 年度～20 年度）
 ③第三期（平成 22 年度～24 年度、平成 21 年度は準備期間）
３）事業推進・連携体制
 ①国内
  ・学協会、大学図書館、科学技術振興機構（JST）との連携
  ・国際学術情報流通基盤整備事業運営委員会及び事務局
 ②海外
  ・SPARC、SPARC Europe、BioOne、Project Euclid
４）Advocacy 活動
 ①SPARC Japan セミナーの開催（平成 17 年度以降年数回）
 ②SPARC Digital Repositories Meeting 2008/2010
５）国際連携活動
 ・SCOAP3、arXiv.org の支援
９．最近の特筆すべき動向
１）大学図書館との連携・協力推進のための協定
・
「大学共同利用期間法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所と国公私立大学図書館
協力委員会との間における連携・協力の推進に関する協定書」締結（平成 22 年 10 月 13 日）
 ・連携・協力の課題
  ・バックファイルを含む電子ジャーナル等の確保と恒久的なアクセス保証体制の整備
  ・機関リポジトリを通じた大学の知の発信システムの構築
  ・電子情報資源を含む総合目録データベースの強化
  ・学術情報の確保と発信に関する人材の交流と育成
  ・学術情報の確保と発信に関する国際連携の推進
 ・連携・協力推進会議を設置
  ・大学図書館コンソーシアム連合運営委員会
  ・これからの学術情報システム構築検討委員会
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２）大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）の活動支援
 ・学術基盤推進部内に事務局（図書館連携・協力室）を設置（大学図書館からの出向職員を配
置）
３）電子リソース管理データベース（ERDB）プロトタイプ構築プロジェクト
 ・電子リソースの管理と有効活用を図るために、12 の図書館の参加を得て、ERDB の構築を
めざしたプロジェクトを開始
 ・キックオフ・ミーティングの開催（平成 24 年 5 月 31 日）
【参考文献等】
１．
『国立情報学研究所要覧』平成 23 年度
(http://www.nii.ac.jp/userimg/youran2011.pdf) [アクセス：平成 24 年 6 月 7 日]
２．
『学術情報基盤の今後の在り方について(報告)』(平成 18 年 3 月 科学技術・学術審議会 学
術分科会 研究環境基盤部会 学術情報基盤作業部会)
３．
『電子情報環境下における大学図書館機能の再検討』(平成 16 年度～平成 18 年度科学研究費
補助金(基盤研究(B)課題番号 16300075)研究成果報告書(平成 19 年 3 月)
４．
『学術コミュニケーションの新たな地平：学術機関リポジトリ構築連携支援事業第１期報告書』
(平成 20 年 12 月) (http://www.nii.ac.jp/irp/archive/report/pdf/csi_ir_h17-19_report.pdf)
[アクセス：平成 24 年 6 月 7 日]
５．
『次世代目録所在情報サービスの在り方について(最終報告)』(平成 21 年 3 月)
(http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/archive/pdf/next_cat_last_report.pdf)
[アクセス：平成 24 年 6 月 7 日]
６．
『大学図書館の整備について（審議のまとめ―変革する大学にあって求められる大学図書館像
―）
』
（平成 22 年 12 月 科学技術・学術審議会 学術分科会 研究環境基盤部会 学術情報
基盤作業部会)
７．
『変容する学術情報流通、進展する機関リポジトリ：学術機関リポジトリ構築連携支援事業第
2 期報告書』
（平成 23 年 11 月）
  (http://www.nii.ac.jp/irp/archive/report/pdf/csi_ir_h20-21_report.pdf)
[アクセス：平成 24 年 6 月 7 日]
８．
『電子的学術情報資源を中心とする新たな基盤構築に向けた構想』
（平成 24 年 3 月 国立情
報学研究所 学術コンテンツ運営・連携本部 図書館連携作業部会）
  (http://www.nii.ac.jp/content/archive/pdf/content_report_h23.pdf)
[アクセス：平成 24 年 6 月 7 日]
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ἸὊἈૅੲἇὊἥἋ ἚἻἧỵἕἁМဇཞඞ
ՠဇἁἻỸἛዓ
੩̓ỶὅἑἧỹὊἋ
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ᵱᵧᵬᵣᵲỆዓỂẨỦኵỚẇẮủỆợụẆМဇẴỦܖٻầ̾КỆݦဇዴửဇॖẴ
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ẔܖᘐἅὅἘὅἇὊἥἋẕ
ᵑᵔᵎᴾᵆᵒᵇᶑᶃᶐᶔᶇᶁᶃᶑᴾᵆᵱᶃᶐᶇᵿᶊᶑᴾᵱᶍᶊᶓᶒᶇᶍᶌᶑᵇᴾᴾᵊᴾᵠᶇᶍᵭᶌᶃᵊᴾ
ᵡᵿᶋᶀᶐᶇᶂᶅᶃᴾᵨᶍᶓᶐᶌᵿᶊᶑᴾᵭᶌᶊᶇᶌᶃᴾᵊᴾᴾᵡᶃᶌᶅᵿᶅᶃᴾᶊᶃᵿᶐᶌᶇᶌᶅ
ᵣᶀᶐᵿᶐᶗᵆᵮᶐᶍᵯᶓᶃᶑᶒᵇᴾᵊᴾᵣᵠᵱᵡᵭᴾᶆᶍᶑᶒᵊᴾᵣᶋᶃᶐᵿᶊᶂᴾᵊᴾ
ᵦᶇᶅᶆᵵᶇᶐᶃᴾᵮᶐᶃᶑᶑᴾᶃᵋᶈᶍᶓᶐᶌᵿᶊᶑᴾᵊᴾᵧᵣᵣᵣᴾᵶᶎᶊᶍᶐᶃᵊᴾᵧᵭᵮᶑᶁᶇᶃᶌᶁᶃᵊ
ᵩᵿᶐᶅᶃᶐᴾᵱᵊᴾᴾᵭᶔᶇᶂᵱᵮᴾᵊᴾᵮᵿᶒᶆᶍᶊᶍᶅᶗᴾᵧᶋᵿᶅᶃᶑᴾᵆᵟᶒᶊᵿᶑᶃᶑᵇᵊᴾ
ᵮᶇᶃᶐᴾᵭᶌᶊᶇᶌᶃᵆἇὅἳἙỵỴᵇᵊᴾᵰᶃᵿᶂᴾᵄᴾᵰᶃᶑᶃᵿᶐᶁᶆᶋᵿᶎᵆᵨᵱᵲᵇᵊ
ᵰᶃᶄᵵᶍᶐᶉᶑᴾᵆᵮᶐᶍᵯᶓᶃᶑᶒᵇᵊᴾᵰᵱᵡᴾᵆᵰᶍᶗᵿᶊᴾᵱᶍᶁᶇᶃᶒᶗᴾᶍᶄᴾᵡᶆᶃᶋᶇᶑᶒᶐᶗᵇᵊ
ᵱᶁᶇᶃᶌᶁᶃᴾᵢᶇᶐᶃᶁᶒᴾᵆᵣᶊᶑᶃᶔᶇᶃᶐᵇᴾᵊᴾᵱᵡᵭᵮᵳᵱᴾᵆᵣᶊᶑᶃᶔᶇᶃᶐᵇᵊᴾ
ᵱᶎᶐᶇᶌᶅᶃᶐᵪᶇᶌᶉᴾᵆᵱᶎᶐᶇᶌᶅᶃᶐᵇᴾᵊᴾᵵᶃᶀᴾᶍᶄᴾᵩᶌᶍᶕᶊᶃᶂᶅᶃᴾᵆᵲᶆᶍᶋᶑᶍᶌᴾᵇ
ᄂᆮᅈỼὅἻỶὅἙỵἁἉἹἜἼὊᵆᄂᆮᅈᵇᴾᵊᴾᵡᶇᵬᶇᶇᵊᴾᵬᵧᵧᵋᵰᵣᵭ ˂
ẔỸỹἨɥỉἸὊἘỵἼἘỵẕ
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ܖᘐऴإσஊỉẺỜỉӑ૾Ӽῧ´Ὶῳῦ῝ῩΊ Ῠ῝ῸῪᵆٻ࢟ޛᵇᵊ
ᵦᵧᵬᵣᵲ ᶕᶊᵿᶌᴾᶅᶓᶃᶑᶒᴾᶑᶃᶐᶔᶇᶁᶃᵆ࠼ٻᵇᵊ
ἴἢỶἽᵵᶇᵫᵟᵶỿἵὅἣἋἕἚὁὊἁዓίᵳᵯᵄʮٻὸ
ᵭᶎᶃᶌᶅᵿᶒᶃᴾ ῝ῥМဇᎍᛐᚰᵆ˱ٻᵇᵊẲỗẴẬᵆ῞ῠῗ῞ᵇᵊ
ᵤᶍᶍᶄᶊᶃᵆᵳᶌᶇᶌᶃᶒᵇᵊᴾᵤᵿᵫᵡᵳᶑ ᵆᵬᵧᵧᵇᵊᵣᶂᶓᶀᵿᶑᶃᴾᶁᶊᶍᶓᶂᵆᵬᵧᵧᵇᵊ
ᵣᶂᶓᶐᶍᵿᶋᵋᵱᶆᶇᶀᵆᵬᵧᵧᵄʮٻᵇᵊᴾᵤᶑᶆᵿᶐᶃίᵬᵧᵧὸᵊᵵᶃᶀᵣᵪᵱ ᵆᵬᵧᵧᵇ ˂
Ẕႆؾẕ
ᵢᶐᶃᵿᶋᵱᶎᵿᶐᶉίᵫᶇᶁᶐᶍᶑᶍᶄᶒὸ
ẔܖϋἉἋἘἲἣἕἃὊἊሁ ٶૠẕ
ܖٻἉἋἘἲẆወӳᛐᚰἉἋἘἲ ˂

ᙐૠỉἙὊἑἫὊἋởᩓ܇ἊἵὊἜἽửᾀࡇỉᛐᚰỂМဇẴỦẮểầӧᏡẇ
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㻝㻜㻜㻑
㻝㻜㻜㻑
㻝㻜㻜㻑
㻝㻜㻜㻑
㻝㻜㻜㻑
㻝㻜㻜㻑

ᖺᗘ
㻴㻝㻤
㻴㻝㻥
㻴㻞㻜
㻴㻞㻝
㻴㻞㻞
㻴㻞㻟

28

Ꮫ⾡㞧ㄅ
ㄽᩥ
㻠㻘㻥㻝㻢
㻟㻜㻘㻡㻥㻣
㻡㻢㻘㻞㻡㻝
㻤㻣㻘㻣㻠㻤
㻝㻞㻟㻘㻠㻟㻠
㻝㻡㻣㻘㻣㻜㻡

H18

H19

㻑
㻝㻡㻑
㻝㻢㻑
㻝㻠㻑
㻝㻠㻑
㻝㻢㻑
㻝㻢㻑

Ꮫ
ㄽᩥ
㻢㻢㻣
㻝㻢㻘㻢㻞㻤
㻟㻞㻘㻟㻜㻣
㻟㻞㻘㻡㻤㻤
㻞㻤㻘㻟㻜㻟
㻟㻤㻘㻜㻝㻣

H20

㻑
㻞㻑
㻥㻑
㻤㻑
㻡㻑
㻠㻑
㻠㻑

⣖せ
ㄽᩥ
㻞㻡㻘㻤㻟㻠
㻝㻜㻟㻘㻞㻤㻥
㻞㻝㻝㻘㻠㻡㻣
㻟㻠㻟㻘㻡㻠㻟
㻠㻝㻥㻘㻡㻢㻥
㻠㻥㻝㻘㻞㻠㻣

H21

H22

H23

㻑



㻑

ィ

㻑

㻣㻢㻑
㻡㻠㻑
㻡㻞㻑
㻡㻡㻑
㻡㻟㻑
㻡㻝㻑

㻞㻘㻟㻢㻣
㻠㻜㻘㻥㻝㻥
㻝㻜㻥㻘㻣㻜㻞
㻝㻢㻡㻘㻡㻞㻜
㻞㻝㻢㻘㻞㻞㻢
㻞㻤㻡㻘㻡㻜㻝

㻣㻑
㻞㻝㻑
㻞㻣㻑
㻞㻢㻑
㻞㻣㻑
㻞㻥㻑

㻟㻟㻘㻣㻤㻠
㻝㻥㻝㻘㻠㻟㻟
㻠㻜㻥㻘㻣㻝㻣
㻢㻞㻥㻘㻟㻥㻥
㻣㻤㻣㻘㻡㻟㻞
㻥㻣㻞㻘㻠㻣㻜

㻝㻜㻜㻑
㻝㻜㻜㻑
㻝㻜㻜㻑
㻝㻜㻜㻑
㻝㻜㻜㻑
㻝㻜㻜㻑
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ᛢ᫆ᾉᚨፗྙ

ᵨᵟᵧᵰᵭᴾᵡᶊᶍᶓᶂσဇἼἯἊἚἼ
 ᴗෆᐜ

⌧≧䚸ᅜ❧䛿䜋䜌ᵓ⠏῭䜏䛰䛜䚸බ❧䛿2ᙉ䚸⚾❧䛿1ᙉ⛬ᗘ

¾ ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸䛾⮬ຊᵓ⠏䛜ᅔ㞴䛺ᶵ㛵ྥ䛡䛻䚸䝸䝫䝆䝖䝸䛾䝅䝇䝔䝮⎔ቃ
䜢ᥦ౪䛧䚸㐠⏝䜢ᨭ䛩䜛䚹
•

NII䛜㛤Ⓨ䛧䛯ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸䝋䝣䝖䜴䜵䜰䛂WEKO䠄䜴䜵䝁䠅䛃䜢䝧䞊䝇䛻䚸ඹ⏝䝸䝫䝆䝖䝸䛾
䝅䝇䝔䝮⎔ቃ䜢ᵓ⠏

 䝃䞊䝡䝇ᑐ㇟
㡯┠

ィ

㻭㻕㻌ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸බ㛤ᶵ㛵ᩘ
㻮㻕㻌Ꮫᩘ

䈜㻝㻌

䈜㻞

タ⨨⋡䠄㻭㾂㻮䠅

㻞㻜㻝

ᅜ❧

ෆヂ
බ❧

⚾❧

㻤㻜

㻞㻡

㻥㻢

¾ ᪥ᮏᅜෆ䛾Ꮫ䚸▷ᮇᏛ䚸㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䚸Ꮫඹྠ⏝ᶵ㛵䛾䛖䛱䚸ᙜ
㠃䛿ḟ䛾ᶵ㛵䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛䚹
• ᪂䛯䛻ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸䜢ᵓ⠏䛩䜛ᶵ㛵
• ᆅᇦඹྠ䝸䝫䝆䝖䝸䜢ᵓ⠏䛩䜛ᶵ㛵

㻣㻤㻜

㻤㻢

㻥㻡

㻡㻥㻥

㻞㻡㻚㻣㻣㻑

㻥㻟㻚㻜㻞㻑

㻞㻢㻚㻟㻞㻑

㻝㻢㻚㻜㻟㻑

 ᴗ䛾┠ᶆ
¾ ᖹᡂ27ᖺᗘ䜎䛷䛻200ᶵ㛵䛾᪂つᵓ⠏
• ᪤ᵓ⠏ᶵ㛵䠄⣙200ᶵ㛵䠅䛸ే䛫䛶400ᶵ㛵
䛸䛺䜚䚸༤ኈᚋᮇㄢ⛬䜢ᣢ䛴Ꮫ䛿䜋䜌䜹䝞䞊䚹

䈜1 ⏦ㄳ䝧䞊䝇䛾䛯䜑䚸䜹䜴䞁䝖₃䜜䛾ྍ⬟ᛶ䛒䜚
䈜2 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂䠤23ᖺᗘᏛᰯᇶᮏㄪᰝ䛃䜘䜚

ᵟܖٻ

ᢃဇೞ᧙
ίᾝᾘᾘὸ
ᵠσӷМဇ
ೞ᧙

ᵡܖٻ
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ἡὊἛểἏἧἚỊ
ᵬᵧᵧầನሰὉᢃဇ
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ᵨᵟᵧᵰᵭᴾᵡᶊᶍᶓᶂἇὊἥἋಒᙲ

ᵨᵟᵧᵰᵭᴾᵡᶊᶍᶓᶂỆợỦನሰ̊
⚄ᡞᯇⶱዪᏊᏛ㝔Ꮫ https://shoin.repo.nii.ac.jp/

⪷ᚰዪᏊᏛ https://u-sacred-heart.repo.nii.ac.jp/

 ᩿࢘ẆМဇ૰Ị૰
 ݣᝋỊẆૼᙹನሰೞ᧙
 ദࡸᢃဇڼίᵐᵒ
࠰ᵒஉ῍

ᮐᖠᏛ https://sapporo-u.repo.nii.ac.jp/

ΎἨዪᏛ㝔 https://seisen-jc.repo.nii.ac.jp/

ෆヂ

⏦ㄳ
ᶵ㛵ᩘ

⚾❧

බ❧

70

56

5

▷ᮇ

䛭䛾

5

4

䠄ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻡᭶ᮎ⌧ᅾ䠅
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ᛢ᫆ᾉἅὅἘὅਵྙ
ἅὅἘὅᆔК
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ఌਗểễỦˑૠ

ʻࢸỉೞ᧙ἼἯἊἚἼỉਖ਼ᡶί౨᚛ɶὸ
ܖٻểᵬᵧᵧỉᡲઃὉңщỉኵỚỉɶỆ
ਖ਼ᡶ˳ửᚨፗ
ẸẮửɶ࣎ỆẆẮủộỂỉௐểᛢ᫆ử៊ộ
ảʻࢸỉਖ਼ᡶᚘဒửሊܭẲẆểᵬᵧᵧầσ
ӷỂܱ
ᵬᵧᵧỉໜʙಅ

ᙀឱྙ

ኔᙲᛯ૨

ዮˑૠ
ᾉኖᾀᾁɢˑᵏᵇ
ೞ᧙ἼἯἊἚἼӓˑૠᵐᵇᴾ ᾉኖᾃᾆɢˑ

ܖˮᛯ૨

ዮˑૠ
ᾉኖᾄᾅɢˑᵑᵇ
ೞ᧙ἼἯἊἚἼӓˑૠᵐᵇᴾ ᾉኖᾂɢᾄҘˑ

ᾅώᾁή

ܖᘐᩃᛏᛯ૨

ᒍ૨ᛯ૨ૠᵒᵇᾉ
ᵵᶃᶀᴾᶍᶄᴾᵱᶁᶇᶃᶌᶁᶃỉӓᛯ૨ίᵐᵎᵎᵗ࠰Ј༿ЎὸỉạẼẆᓸᎍỉ
ޓೞ᧙ầଐஜỉᛯ૨ ᾉኖᾆɢᾈҘˑ
ೞ᧙ἼἯἊἚἼӓˑૠᵒᵇᴾᾉኖᾁᵊᾈˑ

ᾂώᾆή

ᾃᾅώᾂή

¾ᵨᵟᵧᵰᵭᴾᵡᶊᶍᶓᶂỉਘΪ
͌ ݣᝋೞ᧙ỉਘٻ
͌ ೞᏡỉ᭗ࡇ҄

䠄ὀ䠅
㻝㻕 㻯㼕㻺㼕㼕䠄㻺㻵㻵㻙㻱㻸㻿䠅㘓䛾⣖せㄽᩥᩘ
㻞㻕 㻶㻭㻵㻾㻻䛾䝕䞊䝍㘓௳ᩘ䠄ᮏᩥ䛒䜚䠅䚸㻞㻜㻝㻝ᖺ㻝㻞᭶ᮎⅬ
㻟㻕 㻺㻵㻵㻙㻰㻮㻾䛂༤ኈㄽᩥ᭩ㄅ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛃㘓ㄽᩥᩘ
㻠㻕 ᑿᇛᏕ୍䠊䜸䞊䝥䞁䜰䜽䝉䝇ᗎㄽ䠖ᴫἣሗ࿌䠊䝅䞁䝫䝆䜴䝮 䛂Ꮫ䛛䜙䛾◊✲ᡂᯝ䜸䞊䝥䞁䜰䜽䝉䝇᪉㔪䜢⪃䛘䜛䛃
㻞㻜㻝㻜ᖺ㻝㻞᭶㻝㻜᪥䠊 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼚㼕㼕㻚㼍㼏㻚㼖㼜㻛㼟㼜㼍㼞㼏㻛㼑㼢㼑㼚㼠㻛㻞㻜㻝㻜㻛㼜㼐㼒㻛㻣㻛㻝㼋㻻㻭㼋㼕㼚㼠㼞㼛㼐㼡㼏㼠㼕㼛㼚㼋㼒㼕㼚㼍㼘㻚㼜㼐㼒
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ᩓ܇ỴὊỽỶἨʙಅ

ᵬᵧᵧᵋᵰᵣᵭỉྵཞ

ᵬᵧᵧᵋᵰᵣᵭίᵬᵧᵧᩓ܇ἊἵὊἜἽἼἯἊἚἼὸ

ᵬᵧᵧᵋᵰᵣᵭᾉᵬᵧᵧᴾᵰᶃᶎᶍᶑᶇᶒᶍᶐᶗᴾᶍᶄᴾᵣᶊᶃᶁᶒᶐᶍᶌᶇᶁᴾᶈᶍᶓᶐᶌᵿᶊᶑᴾᵿᶌᶂᴾᵭᶌᶊᶇᶌᶃᴾᶎᶓᶀᶊᶇᶁᵿᶒᶇᶍᶌᶑᴾ
¾ ᩓ܇ἊἵὊἜἽӓཞඞ

¾ ầỉܖٻሁầទᛠẴỦᩓ܇ἊἵὊἜἽሁỉ
ỴὊỽỶἨ

ฟ∧♫

͌ ἻỶἚỴὊỽỶἨίࠝỴἁἍἋӧὸỆợỦܭܤႎễ੩̓ỉܱྵ

䝍䜲䝖䝹ᩘ

¾ ܖٻሁểᡲઃẲẺσӷݰλἅὅἘὅỉӖẬႤ
͌ ᩓ܇ἊἵὊἜἽἢἕἁἧỳỶἽίᵱᶎᶐᶇᶌᶅᶃᶐẆᵭᵳᵮᵇ
͌ ʴ૨ᅈ˟ᅹܖኒᩓ܇ἅἾἁἉἹὅίᵦᵡᵮᵮᾉᒍɦᨈᜭ˟૰ሁὸ

ዎ⣙ᶵ㛵ᩘ

ㄽᩥᩘ

㘓ᖺ

⣙1,130ㄅ

⣙210௳

1847Ͳ1996

153

OxfordUniversityPress

⣙200ㄅ

⣙90௳

1849Ͳ2003

115

KluwerOnline

⣙800ㄅ

⣙35௳

1997Ͳ2005

60

30ㄅ

⣙30௳

1988Ͳ

3

Springer

IEEE/ComputerSociety

ἢἕἁἧỳỶ
Ἵ

¾ ʴ૨ᅈ˟ᅹܖኒᩓ܇ἅἾἁἉἹὅỉӓڼ

ᨥᡲઃίᵡᵪᵭᵡᵩᵱᵱὸ

• ᵦᵡᵮᵮίᒍɦᨈᜭ˟૰ᵢᵠὸᾉᵐᵑ࠰ᵏᵎஉ῍π
• ᵫᶍᵫᵵίἆὊἽἛἋἱἋἁἾἋ૨ࡉὸᾉᵐᵒ࠰ᵕஉ῍π

¾ ᨥႎễᩓ܇ἊἵὊἜἽᧈ̬܍ἩἿἊỹἁἚểỉᡲઃ
¾ ᵡᵪᵭᵡᵩᵱᵱᴾᵆᵡᶍᶌᶒᶐᶍᶊᶊᶃᶂᴾᵪᵭᵡᵩᵱᵱᵘᴾᵪᶍᶒᶑᴾᶍᶄᴾᵡᶍᶎᶇᶃᶑᴾᵩᶃᶃᶎᴾ
ᵱᶒᶓᶄᶄᴾᵱᵿᶄᶃὸỉỴἊỴἠὊἛểẲềỉࢫл

¾ ἍὊἧἘỵἕἚểẲềỉἢἕἁἧỳỶἽỉؕႴႎૢͳ
• ầỉܖᘐἅὅἘὅỉؕႴૢͳỉɟểẲềẆܖٻ
ἅὅἏὊἉỴἲᡲӳίᵨᵳᵱᵲᵧᵡᵣὸểỉᡲઃὉңщỉɦỂɟ˳ႎẆ
ဦႎẆዒዓႎỆἢἕἁἧỳỶἽỉૢͳửਖ਼ᡶ

͌ ɭမɶỉܖᘐЈ༿ᅈӏỎܖٻểỉσӷᢃփʙಅ
͌ ἒὊἁỴὊỽỶἨίᡫࠝỊỴἁἍἋɧӧὸỆợỦᧈ̬܍ỉܱྵ
36
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ᵡᵪᵭᵡᵩᵱᵱểỉᡲઃңщ

ᵬᵧᵧᵋᵰᵣᵭಒࣞ
ᾏእฟ∧♫
ฟ∧♫䝃䞊䝞

Ꮫᅗ᭩㤋
ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒

΅䞉ዎ⣙

ᾏእฟ∧♫

¾ ἋἑὅἧỻὊἛܖٻỉἩἿἊỹἁἚᵪᵭᵡᵩᵱᵱίᵪᶍᶒᶑᴾᶍᶄᴾᵡᶍᶎᶇᶃᶑᴾᵩᶃᶃᶎᴾ
ᵱᶒᶓᶄᶄᴾᵱᵿᶄᶃὸ২ᘐửМဇẲẺᙹٻ̬܍ἩἿἊỹἁἚ
¾ ᨥႎẦếྸעႎỆЎẲẺᾀᾁỉỴὊỽỶἨἠὊἛί̬ࡉ܍ὸỂỉ
ἒὊἁỴὊỽỶἨ૾ࡸ
¾ ᵐᵎᵎᵔ࠰ẦỤᵐ࠰᧓ỊᚾᘍἩἿἊỹἁἚẆᵐᵎᵎᵖ࠰ˌᨀỊദࡸἩἿἊỹἁ
Ἒồ
¾ ửɶ࣎ểẴỦܖٻሁᵏᵐೞ᧙ӏỎᵏᵏЈ༿ᅈỆợỦσӷᢃփ
¾ ӋьЈ༿ᅈᵖᵖẆӋьᵏᵔᵒᵆᵐᵎᵏᵐᵌᵔྵנὸ
¾ ἚἼỾὊỶἫὅἚỉܱ̊

ᵟܖٻ
ᵠܖٻ
ᵡܖٻ
ᵢܖٻ
ᵣܖٻ

ฟ∧♫䝃䜲䝖䛷䛾᳨⣴䚸㜀ぴ

ฟ∧♫䝃䞊䝞

ᵡᵪᵭᵡᵩᵱᵱίᵡᶍᶌᶒᶐᶍᶊᶊᶃᶂᴾᵪᵭᵡᵩᵱᵱὸểỊ

㐃ᦠ䞉༠ຊ
ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤ

ᵬᵧᵧᵋᵰᵣᵭ
ᵦᵱᵱ

ᵭᵨᵟ

ʴ૨ᅈ˟ᅹܖኒἅἾἁἉἹὅ

ᩓ܇ἊἵὊἜἽỴὊỽỶἨ

㻝㻥㻛㻞㻜㼠㼔

㻴㻯㻼㻼

」ᩘ䛾ฟ∧♫䜢ᶓ᳨᩿⣴
ᮏᩥ㜀ぴ䠄ዎ⣙ᶵ㛵䛾䜏䠅

㻿㼜㼞㼕㼚㼓㼑㼞

㻝㻤㼠㼔 㻴㻯㻼㻼

㻻㼤㼒㼛㼞㼐㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌㻼㼞㼑㼟㼟

㻹㼛㻹㼃

㻵㻱㻱㻱㻌㻯㼛㼙㼜㼡㼠㼑㼞㻌㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥

䞉䞉䞉

㻷㼘㼡㼣㼑㼞㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑

ᮏᩥ䝁䞁䝔䞁䝒䜎䛷
䝻䞊䜹䝹䝻䞊䝕䜱䞁䜾

͌ ᵐᵎᵎᵖ࠰ᵏஉẆᵱᵟᵥᵣᴾᵮᶓᶀᶊᶇᶁᵿᶒᶇᶍᶌᶑỉḛᵥᶐᵿᶄᶒḜЈ༿ɶഥỆᵡᵪᵭᵡᵩᵱᵱỉ
ỴὊỽỶἨẦỤπ

¾ ଐஜỉἅὅἏὊἉỴἲӼẬỉཎК੩క

|ἻỶἚỴὊỽỶἨίࠝỴἁἍἋӧ
Ꮱὸ
|ἇὊἢẆἕἚὁὊἁᨦܹሁỉỴ
ἁἍἋˊஆ
|ܭܤႎὉ൨ዓႎễỴἁἍἋ̬ᚰ
|ἢἕἁἧỳỶἽሁᝰẟӕụ૾ࡸỉᩓ
܇ἼἏὊἋỉσӷМဇἩἻἕἚἧỻὊ
ἲ

͌ ᵨᵟᵬᵳᵪὉᵮᵳᵪᵡьႱỆݣẲềཎКἙỵἋỽỸὅἚỉ࠰˟ᝲ ᵂᵏᵒᵓ
͌ ᵡᵪᵭᵡᵩᵱᵱӋьỉॖ፯ᵛᩓ܇ἊἵὊἜἽᧈ̬܍ỉɭမႎἕἚὁὊἁ
ỉನሰỆᝡྂ
͌ ϋӋьᾉᵑᵎೞ᧙ίᵐᵎᵏᵐᵌᵔྵנὸ
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ᵡᵪᵭᵡᵩᵱᵱὼಒࣞ
Ј༿
ᅈ

ᨥܖᘐऴ්إᡫؕႴૢͳʙಅᵆᵱᵮᵟᵰᵡᴾᵨᵿᶎᵿᶌὸ



ཧຍ

ཧຍ

㻭ฟ∧♫

ᵟܖٻ
ᵠᏛ
ᵡᏛ
ᵢᏛ
ᵢᏛ
ᵣᏛ

ඹྠ㐠Ⴀ
䞉Borad of Directors
䞉Advisory Council

ฟ∧♫䝃䞊䝞 㻮ฟ∧♫
㻯ฟ∧♫
ฟ∧♫䝃䞊䝞

┠

ỼὊἩὅỴἁἍἋ

୍ὶࡢᅜ㝿ⓗᏛ⾡㞧ㄅࢆ⫱࡚ࠊ᪥ᮏ
ࡽࡢ◊✲ᡂᯝࡢᾏእⓎಙࢆᙉࡍࡿ

䝁䝢䞊

ศᩓಖᏑ
䕿䝖䝸䜺䞊䜲䝧䞁䝖䛾⏝ಖド
䕿ᜏஂⓗ䛺ಖᏑ

ห⾜୰Ṇ䚸ฟ∧♫䛾
ಽ⏘䚸䝅䝇䝔䝮䞉䝛䝑䝖
䝽䞊䜽㞀ᐖ➼

ㄢ
ᅗ᭩㤋⮬䜙䛜䜰䞊䜹
䜲䝤䛾ᙺ䜢ᢸ䛖

ᵠᏛ

ᵡᏛ

㻭ฟ∧♫
㻮ฟ∧♫

㻭ฟ∧♫
㻮ฟ∧♫

㻭ฟ∧♫

㻭ฟ∧♫

㻮ฟ∧♫

㻮ฟ∧♫

㻯ฟ∧♫

㻯ฟ∧♫

㻯ฟ∧♫

㻯ฟ∧♫

㼑㼠㼏㻚
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㼑㼠㼏㻚

㼑㼠㼏㻚

䜰䞊䜹䜲䝤䝁䞁䝔䞁䝒䛾┦䝏䜵䝑䜽
䜰䞊䜹䜲䝤䝁䞁䝔䞁䝒䛾┦䝏䜵䝑䜽

≧

㢟

ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡㞧ㄅࡢሗⓎಙຊࡢᙉ
ࠊࡑࡢࡓࡵࡢ㟁Ꮚࡢ୍ᒙࡢ᥎㐍
࣮࢜ࣉࣥࢡࢭࢫࡢ᥎㐍ࡀᚲせ

ỴὊỽỶἨἠὊἛ

ᵟᏛ

ෆ

ᐜ

Ꮫ༠䛾ᅜ㝿ሗⓎಙຊ䛾ᙉ

Ἴ

ཬ

ຠ

ᯝ

Ꮫ⾡㞧ㄅ㛵ࡍࡿ
ᅜ㝿ⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸࡢᙧᡂ

࣮࢜ࣉࣥࢡࢭࢫࡢ᥎㐍
ࣃࣟࢵࢺᴗࡢᐇ

ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤࡀࠊᅜ㝿Ꮫ⾡ሗ
ὶ㏻ᇶ┙ᩚഛᴗࡼࡾࠊᡃࡀᅜࡢ
ⱥᩥᏛ⾡㞧ㄅㄅᑐࡋ࡚ࠊᅜ㝿
࣭㟁Ꮚࡢᨭࢆ᥎㐍

ἭἋἚೞ᧙
䞉Stanford Univ
䞉Univ Edinburgh

ᴗ

ᅜ㝿ⓗ㏻⏝ࡋ࠺ࡿⱥᩥᏛ⾡㞧ㄅࢆᨭ

࣭ᡃࡀᅜࡢඃࢀࡓ㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢᅜ㝿Ⓨಙຊࢆᙉ
࣭ᾏእࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࡢᙉ

⌧

බ㛤
ἚἼỾὊ
ỶἫὅἚ



ⓗ

Ꮫ༠ࡢ㟁Ꮚⓗฟ∧άືࡢಁ㐍
᪥ᮏࡢᏛ⾡㞧ㄅࡢᅜ㝿ⓗホ౯ࡢ☜❧

ᅜ㝿㐃ᦠࡢࡶ
Ꮫ༠㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝฟ∧άືࡢᒎ㛤ࢆᨭ
࣭Ꮫ⾡㞧ㄅࡢ㟁Ꮚ࣭ᅜ㝿ࠊࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝᵓ⠏ࡢᨭ
࣭ࣃࢵࢣ࣮ࢪࠊ࣏࣮ࢱࣝࡼࡿሗⓎಙࡢᨭ
࣭63$5&➼ࡢᅜ㝿㐃ᦠࡢ᥎㐍
࣭Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ㐃ᦠࢆᇶ♏ࡋࡓᴗᒎ㛤

ⱥᩥᏛ⾡㞧ㄅࡢ㟁Ꮚཬࡧබ㛤ࢆಁ
㐍ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊᚲࡎࡋࡶ࣮࢜ࣉࣥ
ࢡࢭࢫࡣ㐍ᒎࡋ࡚࠸࡞࠸

ᵬᵧᵧ

ᾏእᑐࡍࡿᡃࡀᅜࡢᏛ⾡㞧ㄅฟ∧
⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙉࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ
ࡉࡽ࣮࢜ࣉࣥࢡࢭࢫ㛵ࡍࡿࠊ
Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ㐃ᦠάື◊✲⪅
ᑐࡍࡿၨⓎάືࡀᚲせ

㼑㼠㼏㻚

ᴗࡢάືࢆ㏻ࡌ
ࡓⱝᡭேᮦࡢ⫱ᡂ

㔜Ⅼᨭ

㐃
ᦠ
ᅜබ⚾❧Ꮫ
ᅜ❧Ꮫᅗ᭩㤋༠
බ❧Ꮫ༠ᅗ᭩㤋༠㆟
⚾❧Ꮫᅗ᭩㤋༠

⡿ᅜ63$5&
Ḣᕞ63$5&
⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ

Ꮫ⾡㞧ㄅࡢ᪂ࡓ࡞
ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢ
ฟ

Ꮫᅗ᭩㤋➼ࡢ
㐃ᦠࡼࡿᏛ⾡
ሗὶ㏻ᇶ┙ࡢᙉ
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国立情報学研究所の戦略

239

ᵱᵮᵟᵰᵡᴾᵨᵿᶎᵿᶌỉӕኵỚ

ܖᘐἅὅἘὅὉἯὊἑἽᵥᶃᵬᶇᶇ

➨1ᮇ
ᖹᡂ15䡚17ᖺᗘ

➨2ᮇ
ᖹᡂ18䡚20ᖺᗘ

ᴗཧ⏬ㄅ䛾ເ㞟

ऴإเ
ܖٻở˟ܖễỄỉܖᘐἅἱἷἝἘỵể
ᡲઃẲẆᄂᆮᎍὉܖဃὉɟᑍࠊൟầ࣏ᙲểẴ
ỦܖᘐऴإửૢͳὉ੩̓ẇ

ಒᙲ
ᇌऴܖإᄂᆮίᵬᵧᵧὸỉܖᘐἅὅἘὅ
ὉἯὊἑἽᵥᶃᵬᶇᶇỊẆࣱᧉݦỉ᭗ẟऴإ
ửẆộểỜềወӳႎỆ౨ኧỂẨỦἇὊἥ
Ἃẇ

SPARC䠄Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition䠅 Japan
䞉ᅜෆᏛ༠➼䛾㟁Ꮚⓗฟ∧άື䛾ಁ㐍䛸᪥ᮏ䛾Ꮫ⾡㞧ㄅ䛾ᅜ㝿ⓗホ౯䛾☜❧
䞉୍ὶ䛾ᅜ㝿ⓗᏛ⾡㞧ㄅ䜢⫱䛶䚸᪥ᮏ䛛䜙䛾◊✲ᡂᯝ䛾ᾏእⓎಙຊ䜢ᙉ
䞉ᅜ㝿ⓗどⅬ䛛䜙䛾Ꮫ⾡ሗὶ㏻䛾ᨵၿ

➨3ᮇ
ᖹᡂ22䡚24ᖺᗘ

䛶䛾䝟䞊䝖䝘䞊ㄅ䛜ⱥᩥ
EJ䠋䛖䛱13ㄅ䛿EJ-only

䝉䝭䝘䞊㛤ദ

H17䠄10ᅇ㛤ദ䠅䜘䜚ᐇ

H18䡚20䠄22ᅇ㛤ദ䠅

ྜྠ䝥䝻䝰䞊䝅䝵䞁

GeNii

H21䡚H23䠄23ᅇ㛤ദ;ணᐃྵ䜐䠅
H19䜘䜚ᅜෆእ䛷䛾ฟᒎάື

䝙䝳䞊䝇䝺䝍䞊

ᖹᡂ21ᖺ2᭶ห

zᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ䛾᥇ᢥㄢ㢟䞉◊
✲ᡂᯝ䜢୍ᣓ᳨⣴
z᥇ᢥㄢ㢟67௳䚸ᐇ⦼ሗ࿌78௳䚸
◊✲ㄢ㢟䞉ᡂᯝሗ ᡂᯝᴫせ15௳䚸◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩➼4.9௳

ᑓ㛛Ꮫ⾡ሗ

ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶅᶃᵌᶌᶇᶇᵌᵿᶁᵌᶈᶎᵍ
ᶵ㛵Ⓨಙሗ
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◊✲⪅䚸Ꮫ➼䚸Ꮫ༠

í

ⴭసᶒ⏝ᩱ䛾㑏ඖ

㏦

㟁
Ꮚ


Ꮫ༠
ㄅ

Ꮫ➼
Ꮫ➼
㟁
Ꮚ


ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸

◊✲
⣖せ

ධຊ

ྠ
ྠ
ᐃ
ᐃ
呍
呍
⤫
⤫
ྜ
ྜ

ᮏᩥሗ䠄PDF䠅

Ꮫ⾡ㄽᩥ䛾
ሗ䜢⥙⨶
ⓗ䞉⤫ᣓⓗ䛻
ᥦ౪
䖃ᵝ䚻䛺䝕䞊䝍
䝋䞊䝇䛾ྠᐃ䞉
⤫ྜ

㛵㐃ᶵ㛵
㛵㐃ᶵ㛵

 ᵡᶇᵬᶇᶇỉӓἙὊἑἫὊἋ
ἙὊἑἫὊἋӸ

ᥦ౪

䖃ㄽᩥྠኈ䛾
㛵㐃䛵䛡
䖃ᮏᩥ䝸䞁䜽

ㄆド䞉ㄢ㔠

㞧ㄅグ⣴ᘬ

44

ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶁᶇᵌᶌᶇᶇᵌᵿᶁᵌᶈᶎᵍ

ἙὊἑˑૠ

˺ೞ᧙

ஜ૨ỉஊ

ᵬᵧᵧᵋᵣᵪᵱίܖң˟Бᘍཋὸ

ኖᵑᵒᵏɢˑ

ᇌऴܖإᄂᆮ

Ṻ

ᵬᵧᵧᵋᵣᵪᵱίᄂᆮኔᙲὸ

ኖᵏᵎᵒɢˑ

ᇌऴܖإᄂᆮ

ṵ

ࡽဇ૨ྂኧࡽἙὊἑἫὊἋ

ኖᾀᵗᵑɢˑ

ᇌऴܖإᄂᆮ

ᶣ

ೞ᧙ἼἯἊἚἼ

ኖᵔᵔɢˑ

Ӳܖٻሁ

Ṻ

ᵨᵋᵱᵲᵟᵥᵣᵨᶍᶓᶐᶌᵿᶊᵞᶐᶁᶆᶇᶔᶃ

ኖᵓᵐɢˑ

ᅹܖ২ᘐਰᐻೞನ

Ṻ

ᇌ˟

ᶣ

ᩃᛏᚡʙኧࡽἙὊἑἫὊἋ
ᵡᶇᵬᶇᶇӳᚘ

ኖᵏᵊᵎᵒᵓɢˑ
ኖᵏᵊᵓᵑᵒɢˑᵈ

όἙὊἑầӷܭὉወӳẰủỦẺỜẆҥኝӳᚘểỊɟᐲẲễẟẇ

ίᵐᵑ࠰ᵏᵎஉྵנὸ
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ᵡᶇᵬᶇᶇỉМဇཞඞ


ᵬᵧᵧᵋᵣᵪᵱỉ˂ẆٶಮễἙὊἑἫὊ
ἋửᨼኖὉӷܭὉወӳẲề੩̓
ᵬᵧᵧᵋᵣᵪᵱˌٳỆờẆஜ૨ἅὅἘὅ
ửஊẴỦἇὊἥἋίೞ᧙ἼἯἊἚἼẆ
ᵨᵋᵱᵲᵟᵥᵣ ᵍ ᵨᶍᶓᶐᶌᵿᶊᵞᶐᶁᶆᶇᶔᶃὸể
ỉἙὊἑᡲઃửܱྵ

᳨⣴

䝝䞊䝧䝇䝖

ᥦ౪

43

 ᵡᶇᵬᶇᶇỉཎࣉ
í

ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤ

Ꮫ༠ㄅ
䠄Ꮚయ䠅

z᪥ᮏ䛾Ꮫ⾡ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸䛻✚䛥䜜䛯
Ꮫ⾡ሗ䜢୍ᣓ᳨⣴
zᑐ㇟ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸249ᶵ㛵䚸100௳

ᵡᶇᵬᶇᶇ ᵟᶐᶒᶇᶁᶊᶃᶑỉཎࣉểӓᵢᵠ

᪥ᮏ䛾Ꮫ⾡ሗᇶ┙䛸䛺䜛ㄽᩥሗ䝃䞊䝡䝇
Ꮫ༠

z」ᩘ䛾Ꮫ⾡ሗ㈨※䠄䝕䞊䝍䝧䞊䝇䠅䜢
୍ᣓ᳨⣴
z䝕䞊䝍䝧䞊䝇29✀䚸223௳
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ᵡᶇᵬᶇᶇᴾᵟᶐᶒᶇᶁᶊᶃᶑ

ⴭసᶒฎ⌮➼

ᅗ᭩䞉㞧ㄅሗ

z㐃᳨⣴ᶵ⬟
z┠ḟ䞉ෆᐜሗ䛾㘓
zᡤⶶᅗ᭩㤋ሗ䛾ཧ↷
zᅗ᭩䞉㞧ㄅ➼3,430௳

ᵥᶃᵬᶇᶇወӳ౨ኧ
ႸႎỉऴإỆᡈẟờỉầẐỄẮỆẑẐỄỉợ
ạễ࢟ỂẑẐỄủẻẬẑẝỦỉẦẆႎᄩễἜ
ἥἄὊἚỂ൭ỜỦऴإỆᛔݰẇ

⌧ᅾ䜎䛷12ྕห⾜

䕔㟁Ꮚᨭ 䠖ⱥᩥ䝟䞊䝖䝘䞊ㄅ45ㄅ䛾㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹
䕔䝉䝭䝘䠉㛤ദ䠖ᅜ㝿㆟䠄The SPARC Digital Repositories Meeting 2010䠅ඹദ
ᅜ❧Ꮫᅗ᭩㤋➼䛸䛾ඹദ䛾䝉䝭䝘䞊䞉䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛾㛤ദ
䕔ྜྠ䝥䝻䝰䞊䝅䝵䞁䠖ศ㔝ู䝟䞊䝖䝘䞊ㄅྜྠ䛷䛾ᅜ㝿Ꮫ䜈䛾ฟᒎ

◊✲⣖せ

zㄽᩥሗ䛾⤫ྜ᳨⣴
zᘬ⏝㛵ಀ䛾⾲♧
zᮏᩥ䜈䛾䝸䞁䜽䠖4,611ㄅ䚸379ㄽᩥ
zㄽᩥሗ䠖18,500ㄅ䚸1,530ㄽᩥ

䝟䞊䝖䝘䞊ㄅ䠖45ㄅ

㟁Ꮚᨭ

NII䛸䛂ぬ᭩䛃⥾⤖
ⴭసᶒฎ⌮➼

ㄽᩥሗ

ᵡᶇᵬᶇᶇᴾᵠᶍᶍᶉᶑ

ᵐᵑ࠰ᵏᵏஉπ

౨ኧૠᾉஉ᧓ᵓᵎᵎɢˌׅɥẆஜ૨ἒỸὅἿὊἛૠᾉஉ᧓ᵐᵎᵎɢˑˌɥᵈ

ᵈᵐᵑ࠰ࡇܱጚί͌רὸẆẺẻẲẆᵟᵮᵧኺဌỉМဇˑૠỊԃộủễẟ

 ἳỶὅἸὊἈίܖᢿܖဃὸỉဃᘍѣӒପίٰ˞ܓୗɶỉ˯ɦễỄὸ

ᵦᵏᵗᵌᵒ
ᵥᶍᶍᶅᶊᶃᡲઃڼ

ᵦᵐᵏᵌᵒ
ỶὅἑἧỹὊἋ
ሁἼἝἷὊỴἽ

 㼃㼑㼎㼏㼍㼠䛾ᇶᮏᶵ⬟䜢ᘬ䛝⥅䛞
 ᡤⶶሗ䛛䜙䛾᳨⣴䛜ྍ⬟
 ᅗ᭩㤋䛾㻻㻼㻭㻯䛻┤᥋䝸䞁䜽ྍ⬟
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ᵩᵟᵩᵣᵬỉྵཞ

ᵡᶇᵬᶇᶇᴾᵠᶍᶍᶉᶑᴾஇᡈỉỴἕἩἙὊἚ
Ṟ ᵡᶇᵬᶇᶇᛐᚰỉݰλ
¾
¾
¾
¾

ᵐᵎᵏᵐ࠰ᵒஉẦỤ

䐟

ᵡᶇᵬᶇᶇڎኖೞ᧙ỉᛐᚰɦỂ
ӫɥỆೞ᧙ᘙᅆ
ᔺἼἋἚỉɟဪɥỆᐯ
ᵭᶎᶃᶌᵳᵰᵪᚨܭἼὅἁỉᘙᅆ

䐠

ṟ ࢨᘙᅆ
¾

͌ ᛯ૨ὉௐऴإểỉἼὅἁίᵡᶇᵬᶇᶇẆೞ᧙ἼἯἊἚἼὸẆᓸᎍऴإểỉἼὅἁίᄂᆮᎍἼἐ
ἽἢẆӲೞ᧙ỉᄂᆮᎍἙὊἑἫὊἋὸ

Ꮫ⾡䝁䝭䝳䝙䝔䜱䞉♫

ᵬᶃᶕᴿ

ᵬᶃᶕᴿ

䐟

JSPS

ᵰᶃᶄᵵᶍᶐᶉᶑẆᵣᶌᶂᵬᶍᶒᶃỆዓẨ
ᵡᶇᵬᶇᶇᴾᵟᶐᶒᶇᶁᶊᶃᶑỂỊᵒஉỆࣖݣ

ṡ ἏὊἉἵἽἮἑὅ
¾
¾

¾ ᅹܖᄂᆮᝲяʙಅỉ৸ᛢ᫆ẆܱጚإԓӏỎௐಒᙲử᠍
¾ ೞᏡࢍ҄

ộẵỊᵥᶍᶍᶅᶊᶃᵠᶍᶍᶉᶑẦỤ

Ṡ ᵫᶃᶌᶂᶃᶊᶃᶗồỉẨЈẲ
¾
¾

 ᵩᵟᵩᵣᵬίᅹܖᄂᆮᝲяʙಅἙὊἑἫὊἋὸểỊ

ᵬᶃᶕᴿ

Ꮫ

බ㛤䝕䞊䝍

⛉◊㈝⟶⌮
䝕䞊䝍䝧䞊䝇

ᵡᶇᵬᶇᶇᴾᵟᶐᶒᶇᶁᶊᶃᶑỂờ
ᵲᶕᶇᶒᶒᶃᶐểᵤᵿᶁᶃᶀᶍᶍᶉ

⛉◊㈝◊✲ᡂᯝ䛾Ⓨಙ䛸㑏ඖ
ᡂᯝ㛵㐃
NII
ሗ䝸䞁䜽

ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸
ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸
ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸

䞉᪂ᡂᯝሗ࿌᭩
䞉⮬ᕫホ౯ሗ࿌᭩

䝯䝍䝕䞊䝍㞟⣙
ㄽᩥ䝸䞁䜽
◊✲⪅䝸䞁䜽

䐟

⛉◊㈝ᡂᯝ㛵㐃ሗ
⛉◊㈝ᡂᯝ㛵㐃ሗ
䠄Ⓨ⾲ㄽᩥ䞉◊✲䝕䞊䝍䞉
䠄Ⓨ⾲ㄽᩥ䞉◊✲䝕䞊䝍䞉
䝋䝣䝖䜴䜵䜰䞉
䝋䝣䝖䜴䜵䜰䞉
㡢ኌ䞉ᫎീሗ➼䠅
㡢ኌ䞉ᫎീሗ➼䠅
䛾㞟䞉✚
䛾㞟䞉✚

㟁Ꮚ⏦ㄳ䞉Ⓩ㘓
㟁Ꮚ⏦ㄳ䞉Ⓩ㘓
⤫ྜ䝅䝇䝔䝮
⤫ྜ䝅䝇䝔䝮

⏦ㄳ䞉Ⓩ㘓

䐡

᳨⣴䞉ཧ↷

㐃ᦠ༠ຊ

ᡂᯝ㛵㐃ሗ䛾Ⓩ㘓

◊✲ᶵ㛵
ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋

䐢

◊✲⪅

48

◊✲⪅
◊✲⪅

◊✲⪅

ᪧᡂᯝሗ࿌᭩䠄㐣ཤศ䠅

⛉◊㈝䝕䞊䝍
㐣ཤศ㐳ཬ㟁Ꮚ
㐣ཤศ㐳ཬ㟁Ꮚ
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Ꮛᄂ̲ʙಅỉಒᙲ
ᖺ㛫 9✀ 䞉 37ᅇ 䞉 905ྡཷㅮ*
*ᖹᡂ23ᖺᗘᐇ⦼

Ꮛᄂ̲ʙಅ

䌦Ꮫඹྠ⏝ᶵ㛵ἲே䛸䛧䛶 䊻 Ꮫ䞉◊✲ᶵ㛵䛾ேᮦ⫱ᡂ
䌦ሗᏛ䛾ᅜ❧◊✲ᡤ䛸䛧䛶 䊻 ᅗ᭩⣔䞉ሗ⣔䛾⫋ဨ⫱ᡂ

50
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ᜒ፼˟

ᵬᵟᵡᵱᵧᵱᵋᵡᵟᵲᵍᵧᵪᵪἉἋἘἲỉಒᙲὉદ˺૾ඥỉᜒ፼

ᧉݦᄂ̲

ܖᘐἅὅἘὅύܖᘐऴإἕἚὁὊἁሁỉᧉݦჷᜤὉ
২ᘐύஇૼỉѣӼỆ᧙ẴỦᄂ̲

ܱѦᄂ̲

ᵬᵧᵧỂỉૠẦஉ᧓ỉಅѦኺ᬴ỆợỦύ᭗ࡇễܖᘐऴإ
ؕႴỉನሰὉᢃဇỆ᧙ẴỦᄂ̲

Ẹỉ˂

˂ೞ᧙ầܱẴỦᜒ፼˟ሁỆݣẴỦңщ

ཷㅮ䛾䜏䛺䜙䛪䚸ㅮᖌ䞉ㅮᖌ⿵ຓ䞉ㅮ⩦㛤ദ䛻䜒
䛤༠ຊ䛚㢪䛔䛧䜎䛩䟿

51
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ܱѦᄂ̲

ܱѦᄂ̲ίܱጚὸ
䖃ᖹᡂ23ᖺᗘᐇ⦼
ᯚᧉᏋܖٻ

ỼὅἻỶὅσӷЎਃႸ૾ࡸỉஇᢘ҄ỆӼẬẺܖٻỉ
ᚇໜẦỤỉᛦ௹Ὁ౨᚛ίܖᘐἅὅἘὅᛢὸ

ɟܖٻ

ᩓ܇ἊἵὊἜἽἢἕἁἧỳỶἽሁỉἾἫἽỂỉૢͳỆӼẬẺ
ᛦ௹Ὁ˖ဒίᵨᵳᵱᵲᵧᵡᵣʙѦޅὸ

ܖٻ᧵ٻ

ᩓ܇૰ڎኖܱѦ࣏ઃỉ˺ẆЈ༿ᎍẦỤỉ੩కỉแ҄
ίᵨᵳᵱᵧᵲᵡᵣʙѦޅὸ

ଢܖٻ

ᩓ܇ἼἏὊἋМဇወᚘỉἅὅἏὊἉỴἲỆợỦဇỆӼẬẺᛦ
௹Ὁ౨᚛ίᵨᵳᵱᵲᵧᵡᵣʙѦޅὸ

䖃ᖹᡂ22ᖺᗘᐇ⦼
᩺ܖٻޢ

ᵬᵧᵧἅὅἘὅἇὊἥἋểೞ᧙ἼἯἊἚἼỉᡲઃίܖᘐἅὅἘὅ
ᛢὸ

ிʮܖٻ

ܖᘐऴإἕἚὁὊἁίᵱᵧᵬᵣᵲᵒὸỉᢃဇὉሥྸίܖᘐؕႴᛢὸ

52
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ܖٻểỉңܭỆؕỀẪᡲઃ
 ẐܖٻσӷМဇೞ᧙ඥʴ ऴإὉἉἋἘἲᄂᆮೞನ ᇌऴܖإᄂᆮể
πᅶᇌܖٻңщۀՃ˟ểỉ᧓ỆấẬỦᡲઃὉңщỉਖ਼ᡶỆ᧙Ẵ
Ủңܭẑዸኽίᵐᵐ࠰ᵏᵎஉᵏᵑଐὸ

ἅὅἘὅʙಅỉʻࢸỉ૾Ӽࣱ

¾ ίႸႎὸ
ẐầỉܖٻሁỉᏋᄂᆮೞ᧙Ệấẟềɧӧഎễܖᘐऴإỉᄩ̬ểႆ̮ỉɟ
ޖỉࢍ҄ửỦẑ
¾ ίᡲઃὉңщỉਖ਼ᡶὸ

ܖٻểỉᡲઃࢍ҄

ᵏᵌ
ᵐᵌ
ᵑᵌ
ᵒᵌ
ᵓᵌ
ᵔᵌ

ἢἕἁἧỳỶἽửԃớᩓ܇ἊἵὊἜἽሁỉᄩ̬ểँʁႎễỴἁἍἋ̬ᨦ˳Сỉૢͳ
ೞ᧙ἼἯἊἚἼửᡫẳẺܖٻỉჷỉႆ̮ἉἋἘἲỉನሰ
ᩓ܇ऴإเửԃớዮӳႸἙὊἑἫὊἋỉࢍ҄
ܖᘐऴإỉᄩ̬ểႆ̮Ệ᧙ẴỦʴỉʩ්ểᏋ
ܖᘐऴإỉᄩ̬ểႆ̮Ệ᧙ẴỦᨥᡲઃỉਖ਼ᡶ
Ẹỉ˂ஜႸႎửᢋẴỦẺỜỆ࣏ᙲễʙ

¾ ίኵጢὸ
ᵬᵧᵧểπᅶᇌܖٻңщۀՃ˟ểỉ᧓ỆẆᡲઃὉңщਖ਼ᡶ˟ᜭửᚨፗ

54
ᵐᵒ࠰ࡇܖٻᎰՃᧈᄂ̲ ᵐᵒ࠰ᵕஉᵏᵐଐ

55
ᵐᵒ࠰ࡇܖٻᎰՃᧈᄂ̲ ᵐᵒ࠰ᵕஉᵏᵐଐ

ܖٻểᵬᵧᵧỉᡲઃỉኵỚ

ẮủẦỤỉܖᘐऴإἉἋἘἲನሰ౨᚛ۀՃ˟
ᚨፗ

πᅶܖٻ
ңщۀՃ˟

ᵬᵧᵧ
ᡲઃὉңщਖ਼
ᡶ˟ᜭίᵦᵐᵐ῍ὸ

Ⓨᒎⓗ䛻⛣⾜

¾ ᡲઃὉңщਖ਼ᡶ˟ᜭỉɦỆẆۀՃ˟ửᚨፗίᵐᵒ࠰ᵔ
உᵕଐỆᇹᵏۀׅՃ˟ử͵ὸ

Ⴘႎ

ᵬᵧᵧểπᅶᇌܖٻң
щۀՃ˟ࠝ˓࠴ʙểỉ
ಅѦᡲዂ˟ίᵦᵏᵓ῍ᵦᵐᵐὸ

¾ ܖٻểᵬᵧᵧỉᡲઃὉңщỉңܭỉᛢ᫆ỉạẼẆɼ
ểẲềίᵑὸỉẐᩓ܇ऴإเửԃớዮӳႸἙὊἑἫὊ
Ἃỉࢍ҄ẑỆ᧙ẴỦʙử˖ဒὉᇌకẲẆܖᘐऴإเ
ỉؕႴನሰẆሥྸẆσஊấợỎ੩̓ỆẦẦỦѣửਖ਼ᡶ
ẴỦẮểửႸႎ

䕺ᙺ䠖
༠ᐃ᭩䛻ᥖ䛢䜛௨ୗ䛾㡯䛾㐃ᦠ䞉༠ຊ䜢㐍䜑䜛

ܖٻἅὅἏὊἉỴἲᡲ
ӳ
ᢃփۀՃ˟ίᵦᵐᵑ῍ὸ

ẮủẦỤỉܖᘐऴإ
ἉἋἘἲನሰ౨᚛
ۀՃ˟ίᵦᵐᵒᵌᵔ῍ὸ

ᙺ䠖
༠ᐃ᭩
(1),(4),(5)

ʙѦޅ
ίᵨᵳᵱᵲᵧᵡᵣὸ
ңщՃ
ܱѦᄂ̲ဃ

ᙺ䠖
༠ᐃ᭩
(3),(4),(5)

ཧ⪃䠖
ᅜᅗ༠䡸䡹䡿䢍
ᑠጤဨሗ࿌᭩

˺ಅ
ἂἽὊἩ

䟿
(1)㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹➼䛾☜ಖ䛸ᜏஂⓗ䛺
ဨ
䜰䜽䝉䝇ಖ㞀యไ䛾ᩚഛ
䛾ጤ
䊻H23ᖺᗘⓎ㊊
➨୕

ኵጢ

(2)ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸䜢㏻䛨䛯Ꮫ䛾▱䛾Ⓨ
ಙ䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏

¾ πᅶᇌܖٻỉᎰՃẆᵬᵧᵧỉᎰՃẆẸỉ˂ஊᜤᎍ
Ệợụኵጢ

(3)㟁Ꮚሗ㈨※䜢ྵ䜐⥲ྜ┠㘓DB䛾
ᙉ
䊻H24ᖺ6᭶Ⓨ㊊
(4)Ꮫ⾡ሗ䛾☜ಖ䛸Ⓨಙ䛻㛵䛩䜛ேᮦ
ὶ䞉⫱ᡂ
(5)Ꮫ⾡ሗ䛾☜ಖ䛸Ⓨಙ䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿
㐃ᦠ᥎㐍

㟁Ꮚሗ⎔ቃୗ䛻䛚䛡䜛᪂䛯䛺Ꮫ⾡ሗ䝅䝇䝔䝮䜢Ꮫᅗ᭩㤋
䛸NII䛾ඹྠᴗ䛷
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ᩓ܇ἼἏὊἋỆ᧙ẴỦẮủộỂỉӕኵỚ

ỴὅἃὊἚᛦ௹ኽௐίሥྸὸ

ᩓ܇ऴإเሥྸἉἋἘἲίᵣᵰᵫᵱὸܱᚰ᬴ܱ

䖃ERMSᑟධ≧ἣ

¾ᵏᵗ࠰ࡇ῍ᵐᵎ࠰ࡇỆܱᚰ᬴ܱửܱ

ׅሉૠ

ᡲઃ˺ಅᢿ˟ὁὊỿὅἂἂἽὊἩỂỉӕ
ụኵỚ
¾ᵐᵏ࠰ࡇ῍ᵐᵑ࠰ࡇỆẦẬềẆᩓ܇ऴإเሥྸỉ
ẺỜỉ౨᚛ửዒዓ

ׅሉૠ

ẝụ

38

7%

ễẲ

492

87%

32

6%

౨᚛ɶ

ỴὅἃὊἚᛦ௹

䖃㟁Ꮚሗ㈨※䛾⟶⌮᪉ἲ
лӳ

ׅሉૠ
ἉἋἘἲ
ᘙᚘምἏἧἚίExcelሁὸ

ἤỴἼὅἂᛦ௹

ERMS

¾ᵐᵑ࠰ࡇỆᙐૠܖٻỆݣẲềἤỴἼὅἂᛦ
௹ửܱ

ỴἂἼὊἳὅἚỉ̬ሥ
Ẹỉ˂

лӳ

214

31%

319

46%

ERMS

27

4%

Ẹỉ˂

132

19%

䖃䝣䝸䞊䝁䞁䝔䞁䝒䛾⟶⌮

лӳ

ׅሉૠ

лӳ

95

13%

ᘍẾềẟỦ

194

35%

209

29%

ᘍẾềẟễẟ

367

65%

26

4%

304

42%

85

12%
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ᘙᚘምἏἧἚίExcelሁὸ

䖃⏝᮲௳䞉䝷䜲䝉䞁䝇ሗ䛾⟶⌮᪉ἲ

¾ᵐᵑ࠰ᵑஉỆẐᵬᵟᵡᵱᵧᵱᵋᵡᵟᵲᵍᵧᵪᵪӋьཞඞᛦ௹Ỵ
ὅἃὊἚẑửܱ
¾Ẑᩓ܇ऴإเỉሥྸὉ੩̓૾ඥỆếẟềẑờᛦ௹
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ἉἋἘἲ
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ỴὅἃὊἚᛦ௹ኽௐί੩̓ὸ
䖃A-Z䝸䝇䝖

ỴὅἃὊἚᛦ௹ኽௐίᐯဌᚡᡓὸ

лӳ

ׅሉૠ

лӳ

ẝụ

283

50%

ẝụ

216

38%

ễẲ

262

46%

ễẲ

306

54%

24

4%

46

8%

౨᚛ɶ

౨᚛ɶ

䖃䜴䜵䝤䝇䜿䞊䝹䝕䜱䝇䜹䝞䝸䝃䞊䝡䝇
ׅሉૠ

䖃㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䛾ᥦ౪᪉ἲ

лӳ

ׅሉૠ

ẝụ

31

6%

ễẲ

482

86%

46

8%

౨᚛ɶ

ᩓ܇ἼἏὊἋỉሥྸỊ᧓ầẦẦỦẇ
ʖም᩿ẦỤᵣᵰᵫᵱሁỉՠဇỉἉἋἘἲỉݰλ
Ịᩊẇ
ẺểảݰλỂẨẺểẲềờẆἙὊἑỉᆆᘍởሥ
ྸầ٭ٻẇ
ሥྸἙὊἑửσஊỂẨễẟẇ
˂ỉڎኖཞඞầỪẦỤễẟẇ
ኡểᩓ܇ỉἉὊἲἾἋễ౨ኧầ࣏᪰ẇ

䖃䝸䞁䜽䝸䝌䝹䝞
ׅሉૠ

лӳ

ỸỹἨἇỶἚỆἼἋἚਫ਼᠍

441

63%

OPACỆႇ

172

24%

88

13%

Ẹỉ˂
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ᩓ܇ἼἏὊἋМဇ੩̓ỉஇٻỉբ᫆
ᅗ᭩㤋⟶⌮䝍䜲䝖䝹
䠄䜰䜽䝉䝇ሗ䜢ᥦ౪䛧䛶
䛔䜛䝍䜲䝖䝹䠅

ᵣᵰᵢᵠನሰʙಅ
ᵣᵰᵢᵠểỊẆᩓ܇ἼἏὊἋίᩓ܇ἊἵὊἜἽẆᩓ܇ἨἕἁሁὸỉᛏऴإểڎኖऴإửɟΨႎỆ
ሥྸẲẺଐஜϋỉܖٻሁỂλӧᏡễᩓ܇ἼἏὊἋỉዮӳႸ

ዎ⣙䝍䜲䝖䝹
䠄Ꮫ䛜䜰䜽䝉䝇ᶒ䜢
᭷䛩䜛䝍䜲䝖䝹䠅

Ⴘႎ
ỉሥྸಅѦૅੲ
ᅗ᭩㤋䛷䛾㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇⟶⌮
䛻ᚲせ䛺䝕䞊䝍䛾ඹ᭷䜢ᅗ䜚䚸
ᴗົ䛾ᶆ‽䜢ᐇ⌧䛩䜛䛣䛸
䛻䜘䜚䝁䝇䝖๐ῶ䜢ᅗ䜛䚹

МဇᎍỉऴإỴἁἍἋૅ
ੲ
㟁Ꮚ䛚䜘䜃⣬䛾Ꮫ⾡ሗ䛻
⏝⪅䜢䜘䜚㎿㏿䛛䛴ⓗ☜䛻䝘䝡
䝀䞊䝖䛩䜛䚹

㞳䛜ᣑ
ᛢ᫆
䐟ᅗ᭩㤋䛻䛚䛡䜛㟁Ꮚ䝸䝋䞊
䝇䛾⟶⌮ᴗົ䛾ᶆ‽䞉ຠ
⋡䚹
䐠ᅜෆ䛾ዎ⣙ሗ䛾ඹ᭷䚹
䐡⏝⪅䛾䜰䜽䝉䝇⎔ቃ䛾ᨵ
ၿ䚹

⏝⪅䛾䜰䜽䝉䝇䛻㞀ᐖ
ᅗ᭩㤋䛾ಙ㢗ᛶ䛾పୗ䟿

ʙ ಅ ಒ ᙲ
䐟ERDB䛾ᵓ⠏䛸䝕䞊䝍ඹ᭷
䞉ᅜෆእ䛾㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇䛾᭩ㄅ䞉ዎ⣙䞉⏝
᮲௳䞉⏝⤫ィ➼䛾䝕䞊䝍䜢㞟⣙䛩䜛
ERDB䜢ᵓ⠏

ࢳẰủỦјௐ
ऴإỴἁἍἋૅੲ
䐟㟁Ꮚ䛸⣬䛾Ꮫ⾡ሗ䜈䛾
䜰䜽䝉䝇䛾ᨵၿ䚹
䐠᳨⣴䛛䜙ᮏᩥ䜈䛾㐺ษ䛺
䝘䝡䝀䞊䝅䝵䞁䚹

䐠Ꮫᅗ᭩㤋䛾ᴗົᨭ
䞉ERDB䛸ྛ✀⟶⌮ᴗົ䝒䞊䝹䛸䛾䜲䞁䝍䞊
䝣䜵䜲䝇䜢ᥦ౪
䞉ERDB䛻✚䛥䜜䛯䝕䞊䝍䜢⟶⌮ᴗົ䛷ά
⏝

䐡⏝⪅䛾䜰䜽䝉䝇ᨭ
䞉ERDB䛻✚䛥䜜䛯䝕䞊䝍䜢CiNii,ᅗ᭩㤋
OPAC䚸A-Z䝸䝇䝖䚸䝸䞁䜽䝸䝌䝹䝞➼䛷⏝
䞉NACSIS-CAT䛸䛾ᶓ᳨᩿⣴䜢ᥦ౪

ሥྸಅѦૅੲ
䐟ᅗ᭩㤋䛾ዎ⣙⟶⌮ᴗົ
䛾䝁䝇䝖๐ῶ䚹
䐠⏝ᐇែ䛾ᢕᥱ䛻䜘䜛
ຠ⋡ⓗ䛺㉎ධ䝍䜲䝖䝹
䛾㑅ᐃ䚹
䐡Ꮫᅗ᭩㤋䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮
㐃ྜ䠄JUSTICE䠅䛷䛾౯᱁
΅ຊᙉ䚹

Ꮫᅗ᭩㤋䛾ᩚഛ䛻䛴䛔䛶䠄ᑂ㆟䛾䜎䛸䜑䠅䠉ኚ㠉䛩䜛Ꮫ䛻䛒䛳䛶ồ䜑䜙䜜䜛Ꮫᅗ᭩㤋ീ䠉䠄ᖹᡂ22ᖺ12᭶䠅
Ꮫᅗ᭩㤋䛻䛿䚸ከᵝ䛺Ꮫ⾡ሗ䜈䛾ⓗ☜䛷ຠ⋡ⓗ䛺䜰䜽䝉䝇䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹
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ᵣᵰᵢᵠỆợỦಅѦểỴἁἍἋỉૅੲίἉἜἼỼὸ

ᵣᵰᵢᵠửɶ࣎ểẲẺᩓ܇ἼἏὊἋỉሥྸể੩̓ίಒࣞὸ
ᅗ᭩㤋ᢸᙜ⪅䛾
⟶⌮ᴗົ䜢ᨭ

䐠
Ꮫᅗ᭩㤋
ᢸᙜ⪅

⟶⌮䝒䞊䝹

⏝⪅ྥ䛡䝃䞊䝡䝇

CiNii

ᅗ᭩㤋ᴗົ
䝅䝇䝔䝮
ၟ⏝⟶⌮
䝅䝇䝔䝮
Excel

ERDB

ᅗ᭩㤋
OPAC

᭩ㄅ䚸ዎ⣙ሗ䚸⏝᮲௳䚸
⏝⤫ィ➼
䠄㞧ㄅ䞉ᅗ᭩䛾༢䠅

A-Z䝸䝇䝖

⡆᫆⟶⌮
䝒䞊䝹

䝸䞁䜽
䝸䝌䝹䝞

⏝⪅䛾䜰䜽䝉䝇
䜢ᨭ

¾

㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇䛸
⣬፹య㈨ᩱ䛻
䝅䞊䝮䝺䝇䛻
䜰䜽䝉䝇

¾

OCLC
KB

ܖٻỉਃ࢘ᎍỊẆӲᆔሥྸὊἽử̅ဇẲềẆᵣᵰᵢᵠỉ
ἙὊἑửМဇẴỦẮểỆợụẆᩓ܇ἼἏὊἋỉሥྸửјྙႎỆᘍ
ạẮểầỂẨỦ

Ṡ МဇᎍỉỴἁἍἋૅੲ
¾

NACSIS-CAT

NII

ၟ⏝KB

ϋٳỉᩓ܇ἼἏὊἋίᩓ܇ἊἵὊἜἽẆᩓ܇Ἠἕἁሁὸỉᛏ
ὉڎኖऴإὉМဇவˑὉМဇወᚘሁỉἙὊἑửᨼኖẴỦᵣᵰᵢᵠί
ᩓ܇ἼἏὊἋሥྸἙὊἑἫὊἋὸửನሰ
ܖٻẆᵨᵳᵱᵲᵧᵡᵣẆᵬᵧᵧỆợỦἓὊἲầʖỜἙὊἑૢͳ

ṟ ܖٻỉಅѦૅੲ

䝕䞊䝍㞟䞉⤫ྜ
䝕䞊䝍ᩚഛ䝏䞊䝮
䠄NII/Ꮫᅗ᭩㤋/JUSTICE䠅

Ꮫ༠

¾

䐡

䝕䜱䝇䜹䝞䝸
䝃䞊䝡䝇

䐟

ฟ∧♫

Ṟ ᵣᵰᵢᵠỉನሰểἙὊἑσஊ

JJRNavi
NDL

JISC KB+

¾

JST

䝕䞊䝍䝋䞊䝇

ᵣᵰᵢᵠỆᔛᆢẰủẺἙὊἑửᵡᶇᵬᶇᶇẆᵭᵮᵟᵡẆᵟᵋᵸἼἋἚẆἼὅ
ἁἼἐἽἢሁỂဇẴỦẮểỆợụẆМဇᎍỊẮủỤỉỴἩἼἃ
ὊἉἹὅửᡫẳề࣏ᙲễᩓ܇ἼἏὊἋửႆᙸẲẆẸủỆᡆᡮẆႎ
ᄩỆỴἁἍἋẴỦẮểầỂẨỦ
ộẺẆଏ܍ỉᵬᵟᵡᵱᵧᵱᵋᵡᵟᵲሁỉἙὊἑểỉ್ૺ౨ኧử੩̓ẴỦ
ẮểỆợụẆኡểᩓ܇ỉऴإửἉὊἲἾἋỆМဇỂẨỦؾửૢ
ͳ
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ᵣᵰᵢᵠἩἿἚἑỶἩನሰἩἿἊỹἁἚ

ἩἿἊỹἁἚỉἋἃἊἷὊἽ

 Ⴘႎ
¾ ᵣᵰᵢᵠἩἿἚἑỶἩỉನሰểẸỉ౨ᚰửᡫẳềẆᵣᵰᵢᵠႆỆ࣏ᙲễऴ
إửӓᨼẴỦ

 ܱ˳С
¾ ᇌऴܖإᄂᆮ

ᵐᵒ࠰ᵑஉ

NIIͨỉʙಅ
ܖٻồỉңщ̔᫂

ᵐᵒ࠰ᵒஉ

ἩἿἚἑỶἩႆბ

ᵐᵒ࠰ᵓஉ

ỿἕἁỼἧἱὊἘỵὅἂ

ᵐᵒ࠰ᵓ῍ᵕஉ

ἩἿἚἑỶἩỉỴἽἧỳ༿ ἳὊἽỆợỦॖᙸʩ੭
ႆᵆᵕஉɶକ᪭ᵇ
ίˁಮ౨᚛ὸ

ᵐᵒ࠰ᵖ῍ᵗஉ

ɶ᧓ἱὊἘỵὅἂ

ᵐᵒ࠰ᵖ῍ᵏᵐஉ

ોծẆᵳᵧ˺

ᵐᵒ࠰ᵏᵐஉ

இኳἱὊἘỵὅἂ

ᵐᵓ࠰ᵏஉ

ἩἿἊỹἁἚộểỜὉᚸ̖

͌ ႆẆἇὊἢሥྸẆᛢ᫆ૢྸẆᡲዂᛦૢ

¾ ᵨᵳᵱᵲᵧᵡᵣ

ܖٻỉңщẴỦ˺ಅ
ܖٻỉᩓ܇ἼἏὊἋڎ
ኖἙὊἑỉ੩̓

͌ ἅὅἏὊἉỴἲἙὊἑỉӓᨼẆወᚘἙὊἑỉЎௌ

¾ Ӌьίᵏᵐೞ᧙ὸ
͌ ἙὊἑỉ੩̓ẆἉἋἘἲỉМဇὉ౨ᚰ

 ɼễ౨ᚰỉἯỶὅἚ
¾
¾
¾
¾
¾

ἜἾἕἊἫὊἋỉἙὊἑỉឋỉ᫋ࢧ
ᵢᵠἋỿὊἰὉἙὊἑἰἕἦὅἂỉ౨ᚰ
ἿὊἒὊỉӸ݃Ặỉችࡇỉ౨ᚰ
ɟΨႎễἙὊἑૢͳỉӧᏡࣱ
ἅἋἚỉᙸᆢụ
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ᥦ ౪

NII䛾ᥦ౪䛩䜛Ꮫ⾡䝁䞁䝔䞁䝒
ᶵ㛵Ⓨಙሗ

ㄽᩥሗ

CiNii
Articles

NII-REO
ෙٳᩓ܇ἊἵὊἜἽ
ሁỉஜ૨ऴإ
ᵑᵕᵎɢˑ
ʴᅈኒᩓ܇ἅἾἁἉἹὅ
ᵏᵗɢˑ

CiNii
Books

Webcat
Plus

ೞ᧙ἼἯἊἚἼ᠍
Ὁᩃᛏỉ
ỉܖᘐऴإỉ
ᛏὉנऴإ
ἳἑἙὊἑὉἼὅἁऴ إᛏᵏᵊᵎᵎᵎɢˑ
ᵏᵑᵎɢˑ
ᔺᵏᵌᵐΕˑ

ἙὊἑወӳ

KAKEN
ᅹܖᄂᆮᝲᙀя
ỉᄂᆮᛢ᫆Ὁௐऴإ
ᵔᵕɢˑ

ἙὊἑ˄ь
NACSIS
-CAT

σဇ
ἼἯἊἚἼ

ᩓ҄܇

ᵨᵋᵱᶒᵿᶅᶃ
ᵆᵨᵱᵲᵇ

ܖᘐೞ᧙
I
ἼἯἊἚἼ

ᵬᵢᵪᴾ

ᶵ㛵䛾㻰㻮䝃䞊䝡䝇

ᩓ҄܇

Ӗλ
ӓᨼ

ᵨᵱᵮᵱ

ܖң˟
ܖң˟
ܖң˟
ᵱᶎᶐᶇᶌᶅᶃᶐ

ܖᧉݦᘐ
ऴإเ
ίἙὊἑἫὊἋὸ
ᵐᵏᵖɢˑ

NII-ELS
ܖң˟ᛏਫ਼᠍
ᛯ૨ỉஜ૨ऴإ
ᵑᵖᵎɢˑ

ỴὊỽỶἨ

Ꮫ⾡ฟ∧♫

◊✲ሗ

NII-DBR

Ὁᩃᛏỉ
ᛏऴ˂إ
ᵐᵊᵓᵎᵎɢˑ

ӓᨼ

ᵭᵳᵮ

ᑓ㛛Ꮫ⾡ሗ

ᅗ᭩䞉㞧ㄅሗ

JAIRO

ᛯ૨ऴإỉ
ἳἑἙὊἑὉ
Ἴὅἁऴإ
ᵏᵊᵓᵑᵎɢˑ
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Ꮫ䞉Ꮫ⾡ᶵ㛵

ܖٻ
ሁ
ܖٻ
ሁ ᵏᵊᵐᵎᵎೞ᧙

ˌɥ

ᵫᵣᵶᵲ

όἙὊἑˑૠỊ
ᵐᵒ࠰ᵔஉྵנ

68

ἳὊἽỆợỦॖᙸʩ੭ίἩἿἚ
ἑỶἩỉ౨ᚰὸ

20 ᴗ⌮ᛕࡳࡿ㢳ᐈࢧ࣮ࣅࢫ㸦ᴗࡢ⤒Ⴀᡓ␎㸧
ࢫࢱ࣮ࣂࢵࢡࢫࢥ࣮ࣄ࣮ࢪࣕࣃࣥᰴᘧ♫
ୖ⏣ ྩኵ
Ꮫᅗ᭩㤋㐠Ⴀ㛵㐃ࡍࡿẸ㛫ᴗ➼ࡢ⤒Ⴀᡓ␎ࡸᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢຠ⋡ࠊࢧ࣮ࣅࢫྥୖࡢཧ⪃
࡞ࡿẸ㛫ᴗ➼ࡢ⤒Ⴀᡭἲࡘ࠸࡚ㅮ⩏ࡍࡿࠋ
ᖺᗘࡣࠊࢫࢱ࣮ࣂࢵࢡࢫࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࢫࢸ࣮ࢺ࣓ࣥࢺࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ㝿ࠊ♫ဨᩍ⫱➼ࡽࠊࢫ
ࢱ࣮ࣂࢵࢡࢫࡢ┠ᣦࡍࠕ㢳ᐈᚿྥࠖ
ࠊࡑࡢᐇ⌧ࡢᴗᡓ␎ࢆᏛࡪࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࡑࡢయീලయⓗ⾜ືࡢᐇࢆ⤂ࡋࠊ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ

㸯ࠊࡣࡌࡵ
I.

ࢫࢱ࣮ࣂࢵࢡࢫ ࢥ࣮ࣄ࣮ࡘ࠸࡚

II.

ࢫࢱ࣮ࣂࢵࢡࢫࡢṔྐ

III.

᪥ᮏ࡛ࡢᒎ㛤

㸰ࠊࢫࢱ࣮ࣂࢵࢡࢫࡢᴗ⌮ᛕ
I.

ࢥࢹ࢜ࣟࢠ࣮
¾

II.

࣑ࢵࢩࣙࣥࢫࢸ࣮ࢺ࣓ࣥࢺ
¾

III.

┠ⓗ౯್ほ
Our Starbucks Mission

ࡇࢀࡽࡢඹ᭷࣭ᾐ㏱
¾

ࢢ࣮࢚ࣜࣥࣉࣟࣥࣈࢵࢡ Green Apron Book

¾

ࢥ࣮ࢳࣥࢢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡ

¾

ேไᗘホ౯ไᗘ

㸱ࠊࣈࣛࣥࢻࡢᕪูせᅉ
⇕ព࠶ࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮

Passionate Partners

ࢥ࣮ࣄ࣮ࡢᑓ㛛ᐙ

Coffee Expertise

ࢫࢱ࣮ࣂࢵࢡࢫయ㦂

Coffeehouse Culture

ࡼࡾⰋ࠸ୡ⏺ࡅࡿ⇕

Care about Communities

ኚࢆ⏕ࡳฟࡍ㠉᪂

Innovations that Transform

企業理念にみる顧客サービス
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I.

II.

III.

IV.

V.

⇕ព࠶ࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮

Passionate Partners

¾

ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡣ

¾

Just say yes.࣏ࣜࢩ࣮

¾

ࢢ࣮࢚ࣜࣥࣉࣟࣥࣈࢵࢡ Green Apron Book

¾

GAB ࣮࢝ࢻ Green Apron Book Card

ࢥ࣮ࣄ࣮ࡢᑓ㛛ᐙ

Coffee Expertise
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¾
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¾
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Coffeehouse Culture

¾
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⎔ቃࡢ㈉⊩

¾

ᣢ⥆ྍ⬟࡞ㄪ㐩ࣔࢹࣝ Coffee CSR

¾

ࢥ࣑ࣗࢽࢸࢥࢿࢡࢩࣙࣥ

ኚࢆ⏕ࡳฟࡍ㠉᪂
¾

Surprise & Delight

¾

RTD ᴗ

㸲ࠊࡲࡵ
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対人ストレスマネジメントとしてのヒューマンリレーションスキル
筑波大学体育系准教授 橋本佐由理

概要
クライエントをとりまく環境の一部である人間関係を、SAT 気質コーチング法を用いて調整し、環境認知の改善
を図り、対人関係のストレスマネジメントを行う。
１．
目的
職場、家庭、学校などのあらゆる生活の場の人間関係の悩みやストレスを「何とかしたい」という動機がある場合に、人間関係の改
善や対人ストレスの軽減を目的として用いる。

２．
効果
人間関係とは互いの心の欲求を充足する関係であり、互いに認め愛し合えると愉しく幸せな感情反応が生まれるが、その反対になる
と不満や憎しみが生まれるという原則にもとづいて人間関係を尺度化したものが人間関係尺度である（図１）。この尺度では、互いの
期待が充足したとき、図１に示すように「顔を合わせられる（＋１）」「話していて愉しい（＋２）」「一緒にいたい（＋３）」と関係が
良くなる。他方、期待が充足し合えないと「会うと顔を背けたくなる（－１）
」
「話すと不快になる（－２）
」
「いなくなってほしい（－
３）
」と、人間関係が不良になる。
そこで、気質チェックリスト（資料）で相手の DNA 気質を調べ、気質別期待リスト（資料）を活用し、相手の DNA 気質に合った
合理的な期待ができるようになることで、無理のないつきあい方を知ることができる。さらに、自分の DNA 気質を理解し、とくに人
間関係を維持する上で必要なセルフケア行動（巻末資料）を実施することによって、ストレスを軽減する効果がある。
また、現実の相手の行動が変わらなくても、その行動への認知が変わる可能性が高まり、人間関係の改善を図ることができる。例え
ば、粘着気質の「おしつけがましい」
「お節介」等のネガティブに見られがちな面を、
「愛情深さの顕れ」や「面倒見の良さ」というポ
ジティブな意味でも見ることができるようになることで、相手に優しくなれたり、大目に見たり、赦せたりするということである。こ
れらによって、人間関係における異質性を受け入れる基盤をつくることにもつながると考えられる。

３．
活用法
人間関係のストレス問題がある場合に、気質コーチング法の中でカウンセリングに先立って行うと良い。「人は相手そのものをとら
えることができず、全て自分の小宇宙の中でとらえている」ことや、「気質概念を知ることで、対象者への予知期待を修正する」とい
う方法の原理を理解し学習することによって、日常の中でも、必要時にクライエント自身がヒューマンリレーションスキル・シート（資
料）を用いて一人で行うことができるようになる。

キーワード
人間関係、気質コーチング、人間関係尺度、気質別期待リスト
参考文献
宗像恒次・小森まり子・鈴木浄美・橋本佐由理・鈴木克則：
「SAT 法を学ぶ」金子書房，2007
宗像恒次：「感情と行動の大法則」日総研出版，2008
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ＳＡＴヒューマン・リレーションスキル・シート

ｃ宗像恒次

１．あなたとしては、関係を改善したいが、マイナスの感情を持つ苦手な相手を思い出してください。
その人は下記の人間関係尺度で、マイナス何点（あるいはプラスがあれば何点）ですか？
またその方とのストレス度は％表示で、今何％でしょうか？
マイナス

点（プラスもあれば

点）

ストレス度

％

２．自分自身の気質チェックに加えて、その人を思い出して、遺伝的気質チェックリストをして ださい。
（４・５点の場合○で囲む）
自分：循環

点・粘着

点・自閉

点・執着

点・不安

点・新奇

点

相手：循環

点・粘着

点・自閉

点・執着

点・不安

点・新奇

点

３．では、その方の気質に寄り添うと、何を期待してよいが、何をしてはならないでしょうか？
気質別期待リストの中から
■「期待して良いこと」から選ぶ

■「期待してはならないこと」から選ぶ

４．その人に接するとき、自分が自分にしなくてはならないことはなんですか？
( セルフケア行動自信度、６０％以下の中から）
■「自分が自分にしなくてはならないこと」 を選ぶ

５．さきほどの苦手の人との人間関係は、今何点になりましたか？
点

ストレス度

％

（０点や＋１点以上になると、成功しています。不成功だと、上記の対策の追加をお願いします）
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人間関係尺度

いなくなってほしい  話すと不快  挨拶をしたくない  顔を合わせられる  話すと楽しい  一緒にいたい

－３   －２   －１   ０   ＋１   ＋２   ＋３

期待はずれ

期待充足

[ガイドライン]
１．本シートは、職場や家庭や学校などのあらゆる生活の場の人間関係の改善に効果的なものです。
ストレスの一番の原因は、一般に人間関係ストレスです。その意味で、ストレスマネジメントにも役に立ちます。
２．人間関係ストレスは、
「相手実物」というより、ストレスを持つ本人の「小宇宙の中での相手像」と不具合が出てきています。
その不具合は、SAT 気質コーチングの知識を使うことで改善されます。
３．人間関係尺度が、マイナスから０あるいはプラスになれば成功です。一般的には、０あるいは＋１や＋２になります。
そのことで人間関係ストレスも低下します。
４．０点や＋１点以上になると、成功していますが、不成功だと、気質コーチング表やセルフケア自信度表をみて、
表の欄に対策追加をするよう伝えてください。
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䠌䡚䠎Ⅼ䠖䛭䛾㑇ఏᏊ䛾᭷↓䛿᫂
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䛒䛺䛯䛾Ẽ㉁䛿䠛ᚓⅬ䜢ィ⟬䛧䜘䛖䚹
ே
᱁
Ẽ
㉁
a ࣅൢឋ

ໜ

b ቬბൢឋ

ໜ

c ᐯൢឋ

ໜ

d ؓბൢឋ

ໜ

e ɧܤൢឋ

ໜ

f ૼڈൢឋ

ໜ

䛭䜜䛮䜜䛾ே᱁Ẽ㉁䛾≉ᚩ
䛸ᚲせ䛺䝉䝹䝣䜿䜰⾜ື

吐
吟
呃
吐
Ẽ
㉁

A 䝠䝻䜲䞁䞉䝠䞊䝻䞊䝍䜲䝥 ʴൢឋ
䠄ᚠ⎔Ẽ㉁䠖ᆺ䞉䛯䜎䛤ᆺ䠅
㝧Ẽ䛷䚸䛚䛧䜓䜉䜚䚸ᾋẼᛶ

䕔ࣅൢឋ ภҽẆଢஒẆᅈ

Š

Ӌᎋ૰

ἓὅἣὅἊὊᘍѣܖίࣅൢឋᘍѣὸᅈʩщ
ỼἋờἳἋờʩݣރᝋầ්ѣႎỆ٭ỪỦẇ
ἓὅἣὅἊὊỊỼἋӷٟỉኽỎ˄ẨầࢍẪẆ
ἳἋầ፭ủẦỤᩉủỦ༵ኒᨼׇử࢟Ẳề
ẟỦẇỼἋӷٟỉࡀЗỊẆኋỉЎᣐể
ਮਠᘍѣửᚇݑẴỦẮểỂᄩᛐỂẨỦẇ

•

ਮਠᘍѣỊẆẐɦˮỉờỉầửࠀẲЈẲ
ềᚑủỦẑẐɥˮỉἓὅἣὅἊὊỉოɺỆ
ᚑủỦẑẐӝửӳỪẶềỿἋẴỦẑễỄầᚇ
ݑẰủềẟỦẇẮỉਮਠᘍѣầ̾˳᧓ỉ
ἅἱἝἷἃὊἉἹὅửό๖ỆẴỦẇờẼỨỮẆ
ẮủỊỼἋӷٟỉᘍѣỂẝụẆਮਠᘍѣ
ầ ྵܱỉܱщᘍ̅ίἃὅỽὸửถỤẲềẟ
ỦẮểầਦઇẰủềẟỦẇ

•

ἓὅἣὅἊὊỉỼἋỊᵏᵖৗẫỤẟỆễỦể፭
ủỉɶỂ࣯ᡮỆщửفẲềẨộẴẇ፭ủỉ
ἼὊἒὊầ٭ỪỦểẆợẪ܇ൈẲầឪẮụộẴẇ
ૼẲẟἼὊἒὊầଔẪᐯЎỉ܇ửἳἋỆင
ộẶợạểẴỦỉỂẴẇ

˂ᎍᚸ̖ưࣛज़ཋឋȉȸȑȟȳƕЎඣƢǔ
žإᣛ̔܍Ʒᢡˡ܇ſƕƋǓᲦ˂ᎍƔǒ

♫ຊ

ʩႎỂଢỦẟẇᇤʗ࣎Ịࢍẟ
ἓὅἣὅἊὊኒ
ầẆ᧭ʗẴỦẮểửڤộẵύʴể
ỉԧửٻЏỆẴỦẇỺἽἀὊ
Ệๆủềѣႎẇấɭᠴửᚕạẇ
௩᠂ỂẝỦẇऴ༏ႎẻầẆᙾỜ
ତẟẇኽௐỼὊἻỶỂဃẨỦẇ
ԗụẦỤᛐỜỤủỦဃẨ૾ửẴỦẇ

•

ࣅൢឋᲧ˂ᎍإᣛ̔܍Ʒᢡˡ܇

إᣛǛƑǑƏƱƢǔ
ᘍѣƕѣೞƮƚǒǕǔᲨ

Š

ȎȫǢȉȬȊȪȳ᧙ᡲƷᢡˡ܇ƕƋǓᲦ
ճǔǹȔȸȉᲦѣ˺ƳƲ
ሂᎹƷѣƖƕᡮƘᲦѣႎưƋǔᲨ

䝉䝹䝣䜿䜰⾜ື

ᚰ䛸䛛䜙䛰䛾䜿䜰(ᙅⅬ䜹䝞䞊䠅䛾䛯䜑䛾
ᚠ⎔Ẽ㉁䛾ே䛾⮬ᕫᑐฎἲ
䐟ᐢ䛧䛜䜚䜔䛺䛾䛷䚸Ꮩ⊂䛺≧ែ䛜㛗䛟⥆䛟䛸ᚰ
䛾⑂ປ䛜䛯䜎䜛䚹ᚰ䛾Ᏻᐃ䛾䛯䜑䛻䚸Ẽ䛾ྜ䛖
ே䛸ヰ䛩㛫䜢ẖ᪥༑ศ䛻ᣢ䛴䚹
䐠⪅䛸䛩䛠䛻ᡴ䛱ゎ䛡䛶Ẽ㍍䛻ゝⴥ䜢䛛䜟䛩
䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛿Ⰻ䛔䛾䛰䛜䚸⮬ศ䛜୍᪉ⓗ
䛻䛧䜓䜉䜚䛩䛞䛯䜚䚸┦ᡭ䜢യ䛴䛡䜛䛣䛸䛜䛒䜛
䛾䛷ὀព䛩䜛䚹
䐡ே䛛䜙ഫ៏䛻䜏䜙䜜䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛾䛷䚸ே
䛻ឤㅰ䛧䚸ឤㅰ䛾Ẽᣢ䛱䜢ఏ䛘䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹
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B ぶศ⫙䝍䜲䝥

ʴൢឋ

䠄⢓╔Ẽ㉁䠖䝩䞊䝮䝧䞊䝇ᆺ䠅
⩏⌮ሀ䛟䚸㢗䜒䛧䛟䚸ឡ῝䛔

ቬბൢឋᲧܣᜱإᣛƷᢡˡ܇

Š

Ṳቬბൢឋ ࣎ỉᓳẼბẨ
ầẝỦẇѣẳễẟẇදॖщầਤዓẇ
ሂửᡫẸạểẴỦẇϺࠚ᩿Ểᗡᡫ
ỊМẦễẟẆ࣬ᎋμ˳ầỡẾẪụ
ỂẆቬụࢍẟầẆ༪ႆẴỦểẨầ
ẝỦẇɭᛅẨẦẆἮἋểẴỦ
ẦẆẝỦẟỊࣙᛗẇẲ˄ẬἑỶἩẆ
ग़ऴࢍẲẇऴỆҽẟẇ
ԗụửग़ẴỦဃẨ૾ửẴỦẇ

ἆἼἻኒ

•

ૣٳử֮یẴỦᨥỆỊẆɲỂᏟử
ẺẺẨἛἻἲỉợạễ᪦ửᇌềỦἛἻἱὅ
ἂểԠịủỦᘍѣửẲẺụẆᓳẼềẟ
Ủử৵ẾềᙸẶẺụẴỦầẆẮủờ
ớẲỨʗẟửᢤẬỦẺỜỆᘍễạᘍѣ
ẻểᎋảỤủềẟỦẇ

•

፭ǕǛܣǔƜƱưȉȸȑȟȳǛƑǔ
žܣᜱإᣛƷᢡˡ܇ſƕᎋƑǒǕᲦ
˂ᎍǛܣƬƨǓᲦɭᛅƢǔᘍѣƕ
ѣೞƮƚǒǕǔᲨ

䝉䝹䝣䜿䜰⾜ື

ᚰ䛸䛛䜙䛰䛾䜿䜰(ᙅⅬ䜹䝞䞊䠅䛾䛯䜑䛾
⢓╔Ẽ㉁䛾ே䛾⮬ᕫᑐฎἲ
䐟䛧䜓䜉䜚䛒䛘䜛䜘䛖䛺䝶䝁䛾㛵ಀ䜘䜚䜒䚸♩䜢㔜
䜣䛨䜛䝍䝔㛵ಀ䛾䜋䛖䛜䚸ᚰ䛾Ᏻᐃ䜢ᚓ䜙䜜䜛䛾䛷䚸
ୖྖ䛸㒊ୗ䚸ඛ㍮䛸ᚋ㍮䚸ᖌᘵ㛵ಀ䛺䛹䛾ᙺ䛜᫂
☜䛺ே㛫㛵ಀ䜢䜒䛴䛸Ⰻ䛔䚹
䐠➽䛜㏻䜙䛺䛔䛸䛣䜝䜔䚸䜢䛩ே䛻䛿䚸୍ᛂ⮬
ศ䛾ពぢ䛿䛔䛔䚸䛣䛰䜟䜙䛺䛔䚸䛛䛛䜟䜙䛺䛔䜘䛖䛻
䛩䜛䚹Ᏻᐃ䜔⛛ᗎ䛻ᇳ╔䛧䛩䛞䛺䛔䚹

ᣐͪẲẺᩀểỊɟဃửσỆẲẆܼଈ
ửग़ẴỦ፼ࣱờẝỦợạỂẝỦẇộẺẆ
ἆἼἻỉᐃầᐔủềẟỦỉỊẆౡཋ
ịẦụỔềẟỦẺỜẆᆰൢầใẾề
ẟỦẦỤỂẝỦẇ

C 䝬䜲䝨䞊䝇䝍䜲䝥

ᓳƪბƖƕƋǔɶưᲦǨȍȫǮȃǷȥưƋǔᲨ
Š

ἆἼἻᘍѣܖίቬბൢឋᘍѣὸ ܣᜱщ
ႆᙸˌஹẆЅ୧ễѣཋỂẝỦểᛚ
ᚐẰủềẨẺầẆᡈ࠰ỆễẾềᄂᆮ
ầᡶỚẆܱỊ᩼ࠝỆภԧỂጞኬễ
ࣱឋửਤẾềấụẆᅕኺࣱỉɦၚỆ
ẦẦụởẴẟẮểầଢỤẦỆễẾềẨ
Ẻẇ

᧙ᡲƢǔᢡˡ܇ƕ᧙ɨƠƯƍǔƷưᲦ

Ᏺㆤຊ

Ӌᎋ૰

•

ǻȭȈȋȳƱȎȫǢȉȬȊȪȳƷɲ૾ƴ

䐡⮬ศ䛷Ỵ䜑䛯䛂䛣䛖䛒䜛䜉䛝䛃䛸䛔䛖䝹䞊䝹䜢Ᏺ䜝䛖
䛸䛩䜛䛒䜎䜚䛻ど㔝䛜⊃䛟䛺䛳䛶䛧䜎䛖䛾䛷䚸䛣䛰䜟䜚
䛩䛞䛺䛔䜘䛖䛻䛩䜛

ʴൢឋ

䠄⮬㛢Ẽ㉁䠖㠃㛗䠅
䝬䜲䝽䞊䝹䝗䜢స䜚䚸୍ே㐟䜃

ᐯൢឋᲧᐯࠁإᣛƷᢡˡ܇

Š

Ṳᐯൢឋ ᩺ẦẇᘙऴỊᝅẦ
༢⊂ຊ
Ệ҄٭ẲễẟẇٻẨễӒࣖỊẲễẟẇ
ỼἻỸὊἑὅኒ
ấɭᠴửẟảễẟẇἰỶἬὊἋẇ˴ʙ
Ệờஜ᪦Ể᧙ỪỦẇཎễᎋảởᩎ
ൢầẝỦẇᐯࠁɭမửਤẾềẟỦẇ
ạẸửếẬễẟẆʴửẻộẶễẟẆọể
ỉᛅửᎥẟềẟỦẇ˂ᎍỉࢨ᪪ử
ӖẬởẴẟẇ
ᐯЎỉឱẴỦဃẨ૾ửẴỦẇ

ᦒ᩺ཋឋǮȣȐƱƷኽӳƕᩊƳᢡˡ᧙܇ɨ
ƕƋǔƷưᲦɟࡇᐻڠƢǔƱᦒ᩺ƠƮǒƍ
ƨǊݣʴዬࢌǛᢤƚǔᲨ

Š

ᐯࠁឱưƖǔƱᲦࣛज़ཋឋȉȸȑȟȳƕ
ЎඣƢǔžᐯࠁإᣛƷᢡˡ܇ſƕƋǔƷưᲦ
ȞǤȯȸȫȉƷɶưƷ॓ƠǈǛᙸЈƦƏƱ
ƢǔᘍѣƕѣೞƮƚǒǕǔᲨ
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Ӌᎋ૰

ỼἻὅỸὊἑὅᘍѣܖίᐯൢឋᘍѣὸҥщ
ṲỼἋỊ܇ᏋềỆӋьẴỦẮểỊ
ễẪẆ܇ਤẼỉἳἋỊỼἋửᢤ
ẬỦͼӼầẝụộẴẇ
ỼἋỆợỦ܇ൈẲỉ̊Ịإԓ
ẰủềẟộẶỮẇ
ṲᵕബỂἅἛἴầᇌẴỦЭࢸỆ
ᚃỊႆऴẲẆഏỉ܇ửЈင
ẴỦẺỜẆႆऴӏỎЈငỉ᧓
ᨠỊᵔ῍ᵕ࠰ểᩙᧈỉɶỂ
ỊờẾểờᧈẪễẾềẟộẴẇ
ṲἤἚểᡈጂễٻʴྈỉɟ
ᆔỂẝỦầẆҞҥࣱẆܦμ
ễɥဃᎍ
ṲᙸٳẦỤỊἳἋỉႆऴԗầ
ỪẦỤễẟ
ṲႆऴԗỆ᧙̞ễẪẆẟếỂờ
ʩރầӧᏡỂẝỦ
ṲἾỶἩίἳἋỉӷॖỉễẟẆỼἋ
ỆợỦࢍСႎễʩރὸầӧᏡ
ỂẝụẆྦྷẲẪễẟ

䠱䡊䡂䡈䠽䡊䡃䡁䡀 䠩䠽䡈䡁

䝉䝹䝣䜿䜰⾜ື

ᚰ䛸䛛䜙䛰䛾䜿䜰(ᙅⅬ䜹䝞䞊䠅䛾䛯䜑䛾
⮬㛢Ẽ㉁䛾ே䛾⮬ᕫᑐฎἲ
䐟ᇶᮏⓗ䛻䛿⮬ศ䛷⮬ศ䜢‶㊊䛥䛫䜛䛜䚸ே䛾ᙳ㡪䜢ཷ
䛡䜔䛩䛔䛾䛷䚸ே䛻㏆䛵䛝䛩䛞䛺䛔䛣䛸䛜ษ䚹ᚰ䛾Ᏻ
ᐃ䛸⊂⮬ᛶ䜢ಖ䛴䛯䜑䛻䚸ᑐே㊥㞳䜢䜻䞊䝥䛧䚸ᚲ䛪ẖ
᪥୍ே䛷䛔䜛㛫䜢䛴䛟䜛䛣䛸䚹
䐠➇தⓗ䛺䛻䛿ྥ䛛䛺䛔䚹䝇䝫䞁䝃䞊䜔ᅜᐙಖㆤ
䛾ୗ䛻䚸䛿㊃ⓗ䛻ទ䛧䜣䛷⏕䛝䜛䛸Ⰻ䛔䚹
䐡Ⓨゝ䜢㐲៖䛧䛶䛧䜎䛖䛸䛣䜝䛜䛒䜛䛾䛷䚸䜟䛛䜙䛺䛔䛣䛸
䜔ၥ䛻ᛮ䛖䛣䛸䛜䛒䛳䛯䜙䚸䛸䜚䛒䛘䛪ᛂ䛩䜛䛣䛸䚹㢗
䜎䜜䛶᎘䛺䛣䛸䛿䚸䛂䛛䜙䛰䛜ᣄྰᛂ䜢♧䛧䛶䛔䛶䚸䛷䛝
䜎䛫䜣䛃䛸ఱ䛛䛾䛫䛔䛻䛧䛶᩿䜛䚹ᛮ䛔䛿⾲䛻ฟ䛥䛺䛔䛸
ఏ䜟䜙䛺䛔䚹᩿䜜䛺䛔䛸⮬ᕫ≛≅䜔ያ㞔䛾䜘䛖䛺ே⏕䛻
䛺䛳䛶䛧䜎䛖䚹

䛭䜜䛮䜜䛾䝇䝖䝺䝇Ẽ㉁䛾≉ᚩ
䛸ᚲせ䛺䝉䝹䝣䜿䜰⾜ື

D 䜻䝑䝏䝸䝍䜲䝥

ἋἚἾἋൢឋ

䠄ᇳ╔Ẽ㉁䠅
⮬ศ䛻䜒ே䛻䜒ཝ䛧䛔
䛜䜣䜀䜚ᒇ

Ṳؓბൢឋ ဃჇ᩿Ⴘễ᫊ở७
ࡇửᅆẴẇ༏ɶࣱẆ࣋ࡁࣱẆᝧ˓
ज़Ẇ፯Ѧज़ẆᛗܱẆܦμɼ፯ỉͼ
ӼửᅆẴẇࢍẟẮẻỪụửᅆẴẇᛐỜ
ỤủẺẟൢਤẼầࢍẟẇԗụỉࢳ
ỆชấạểẴỦẇᙲ൭൦แầ᭗Ẫ
ឱỂẨễẟẇ
ࢍẟഒ൭ửਤẼễầỤဃẨỦẇ

Ꮿϋ҄ܖཋឋỉἅὅἚἿὊἽ

䠝䠍䠌䝗䞊䝟䝭䞁⣔⚄⤒ᅇ㊰
҄ܖཋឋ

ȉȸȑȟȳ

˺ѣᅕኺ
ȉȸȑȟȳ
˺ѣᅕኺ

Ўࠋئ

ᢅݲ

ȷᲫᲪᅕኺƷᅕኺ
৮Əƭ
ఋƸᐃͨᘮᔟƴƋǓŴ
щज़
ᙻɦᢿŴఒ˳Ŵ
ɶᨠͨࡈఋŴЭ᪽Э
ൢщ
ƴ࠼ƕǔ

ЎඣƱऴѣൢЎ
ᢘࡇ
ᢅй
࠳ᅦज़
ஊॖ፯ज़
ឱज़

ƦƏཞ७
ेڨ
࠶ᙾཞ७

䝠䝖䛜⏕䛝䛶䚸㑇ఏᏊ䜢ᏊᏞ䛻ఏ䛘䜛䛾䛻ᚲせ
䛺⾜ື䠄㣗䚸䝉䝑䜽䝇䚸ឡ䚸㢪ᮃ䛺䛹䠅䛿䚸䝗䞊
䝟䝭䞁⚄⤒ᅇ㊰䜢ᙧᡂ䛩䜛䚹
୰⬻䛾⭡ഃ⿕㔝䠄䠲䠰䠝䠅䛛䜙୰㝸ഃᗙ᰾䚸๓
㢌ⴥ䜈䛾䠝䠍䠌䝗䞊䝟䝭䞁⣔⚄⤒ᅇ㊰䚹

ṲἛὊἣἱὅử᭗ỜỦỉỊẆ
ἋỿὅἉἕἩኒ
ᘍѣኒ
ࣱᘍໝኒ
ग़ᘍໝኒ
ᐻڠᕤཋኒίᙾẶẟдễỄὸ
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䝉䝹䝣䜿䜰⾜ື

ᚰ䛸䛛䜙䛰䛾䜿䜰(ᙅⅬ䜹䝞䞊䠅䛾䛯䜑䛾
ᇳ╔Ẽ㉁䛾ே䛾⮬ᕫᑐฎἲ

㻱 ᚰ㓄ᛶ䝍䜲䝥

䐟↔䜙䛪䛻䚸䜖䛳䛟䜚䛸䛧䛯ே⏕⤒㦂䠄䝇䝻䞊䜻䝱䝸䜰䠅䜢䜑䛦䛩䚹
ఱ䛜ṇ䛧䛔䛛䛷⾜ື䛩䜛䛾䛿䛺䛟䚸ఱ䛜ទ䛧䛔䛛䛻䜒䛸䛵䛔䛶⏕
䛝䜛䚹
䐠䛂䠏䠌䠂䛷䛝䜜䜀䜘䛧䛃䛸䛔䛖ᚰ䛾ኌ䜢䜒䛱䚸䛔䛴䜒ゝ䛔⪺䛛䛫䚸
⮬ศ䛻䜒ே䛻䜒䠍䠌䠌䠂䜢ồ䜑䛺䛔䚹
䐡⏕┿㠃┠䛥䛿䚸㊃䛺䛹䛾ዲ䛝䛺䛣䛸䛰䛡䛻㝈ᐃ䛧䚸䛭䛾䛿䚸
⣽䛛䛔䛣䛸䛻䛸䜙䜟䜜䛪䚸䛚䛚䛦䛳䜁䛻⏕䛝䜛䚹䛂䜎䛒䛔䛔䛛䛃䛸䛔
䛖ᚰ䛾ኌ䜢ཱྀ䛻ฟ䛧䛶 ఱᗘ䜒ฟ䛩䚹
䐢⮬ศ䛸ྠ䛨ᛮ䛔䜢┦ᡭ䛻ᮇᚅ䛧䛺䛔䚹ே䛻ྠ䛨ពぢ䜢ồ䜑䜛䛣
䛸䜢䜔䜑䜛䚹
䐣䛻䛷䛝䜛䛛䛹䛖䛛䛿⪃䛘䛪䚸䜂䜙䜑䛝䜢ษ䛻䛧䚸䛸䜚䛒䛘
䛪⾜ື䛧䛶䜏䜛䚹
䐤ே䛻䜘䛳䛶䛿Ⓨゝ䜢䛭䛾䜎䜎ཷ䛡䛸䜙䛪䚸䜚ᘬ䛔䛶⪺䛟

䝢䝸䝢䝸䚸䝗䜻䝗䜻䚸䛸䛶䜒⧄⣽

ᖾ䛫ឤ䜢స䜛⚄⤒ఏ㐩≀㉁䛾䝉䝻䝖䝙䞁䛜

ऴѣƷ҄ܖӒࣖᲢँܪഏ Უ
˺ѣᅕኺ

Ўࠋئ

䠄ᏳẼ㉁䠅
ࢍᡐႎɧܤửếẪỦൢឋỉᢡˡ܇

Ṳɧܤൢឋ Ꮱ᩿ẆἓἕἁẆაήẨế
ẟễỄầᙸỤủỦẇࣨầụẇѣੵẲởẴẟẇ
ἣἝἕἁỆễỦểẮỨầẝỦẇबᚇႎẆᢅࡇ
ỉ࣎ᣐࣱẆᅕኺឋẇࡽẾᡂỚ࣬కẇ࣬ẟ
ᡂỚởेڨửਤẼởẴẟẇ ࣎ᣐࣱẻẦ
ỤẮẸẆˁʙẨẾẼụểẮễẴẇᧈỉἼἋἁ
ἰἊἳὅἚỆᧈẬềẟỦẇ
έỉᙸᡫẲửờẾềဃẨỦẇ

Ꮿϋ҄ܖཋឋỉἅὅἚἿὊἽ

ἍἿἚἝὅử᭗ỜỦỉỊẆ

៏ᛶⓗ䛻Ḟஈ䛩䜛

҄ܖཋឋ

ἋἚἾἋൢឋ

ЎඣƱऴѣൢЎ
ᢘࡇ
ᢅй

ᢅݲ

ȷᅕኺఋƸᏯ࠴ ৮Əƭ
ǻȭȈȋ ǻȭȈȋ ƷጐዴఋƴƋǓŴ
ȳ˺ѣᅕ ᙻɦᢿŴఒ щज़
ȳ
˳Ŵዴཞ˳ŴЭ
ኺ
᪽ЭƴƷƼƯ
ƍǔ

ग़ऴज़
ᐯ̮ज़
࠳ٶज़
ஊॖ፯
ज़

μᏡज़
࠶ᙾ
ƦƏཞ
७

ṲἋỿὅἉἕἩኒίᏹὉឱኵỚẆ᪼யẆἰἕἇὊἊễỄὸ
ṲἼἌἲᢃѣኒίᅇਖὉᅌᅜᘍໝẆἒὅἋẆὁἽẆԠ
ԈඥễỄὸẆ
Ṳᕤཋ̅ဇኒί৴ạếдᾢᾢᾡᾘύᾜᾓᾜᾐễỄὸ
ṲἼἌἲ᪦ಏኒίὁἽẆἰὊἓύജễỄὸ
ṲႸᡙ൭ኒίˁʙẆἄὊἲẆἋἯὊẆఇ٥ᝰẆᝰ
ẟཋẆἣἓὅἅễỄὸ

ឤ⚄⤒⥭ᙇ
ऴѣƷ҄ܖӒࣖᲢँܪഏ Უ
҄ܖཋឋ

˺ѣᅕኺ

Ўࠋئ

ʩज़ᅕኺʼנ
ȎȫǢȉ ȎȫǢȉ ȋȥȸȭȳŵ
ȬȊȪȳ ȬȊȪȳ ȷᅕኺఋƸ᩷૮
ఋƴƋǓᅕኺዴ
˺ѣᅕኺ ዜƸᙻɦᢿŴ
ఒ˳ŴᙻŴ
ૼႝឋƴ࠼ƘƷ
ƼŴᏨ᭒Ʒʩज़
ᅕኺኒƴƭƳƕ
ǔ

ᢅݲ

ЎඣƱऴѣൢЎ
ᢘࡇ
ᢅй

ƶǉƚ
Ꮾщज़
Əƭཞ
७

щज़ ऀǕ
ዬࢌ
ࣦǓ

䞊䝜䝹䜰䝗䝺䝘䝸䞁䛾㧗ศἪ䛜
䛴䛟䜚䛰䛩㌟య䝃䜲䞁䞊
⮬ᚊ⚄⤒䠄ឤ⚄⤒䛸ឤ⚄⤒䠅䛾
䜰䞁䝞䝷䞁䝇䛜≧䜢䛴䛟䜛
ឤ⚄⤒⥭ᙇ䛸䛧䛶䛾㌟య䝃䜲䞁
㧗⾑ᅽ䚸⫶⅖䞉⭠⅖䚸䜲䝪䚸㨶䛾┠䚸⫪䛣䜚䚸䝏䝑䜽䚸⭜③䚸
᳝㛫ᯈ䝦䝹䝙䜰䚸㛵⠇䜔㦵䛾ኚᙧ䚸᫆⑂ປ䚸྿ฟ≀䚸䜺䞁
䜾䝸䜸䞁䚸㧗⾑⢾䚸㢌③䚸෭䛘䚸౽⛎䚸䚸ཱྀῬ䚸ṑᵴ⮋₃䚸
╀䚸㢡㛵⠇䚸㢖⬦䚸ᩚ⬦䚸㧗ᒀ㓟⾑䚸Ꮚᐑෆ⭷䚸
᭶⤒ᅔ㞴䚸༸⟶⅖䚸༸ᕢᄞ⭘䚸ዷ䚸⮬↛ὶ⏘䚸⩦័
ᛶὶ⏘䛺䛹
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Ꮿϋ҄ܖཋឋỉἅὅἚἿὊἽ

ἠἽỴἛἾἜἼὅửɦậỦỆỊẆ
Ṳᕤཋ̅ဇኒί৴ɧܤдẆỴἽἅὊἽễỄὸ
ṲἋἿὊᢃѣኒίԠԈඥẆἺỾẆൢыẆλෘẆ
ấẲỞỔụẆሂࢁዼඥẆሊễỄὸ

ឤ⚄⤒⥭ᙇ䛾ႴⒷ⾜ື≧
ᛌឤࢆࠊࠊࣝࢥ࣮ࣝࠊࢽࢥࢳ
ࣥࠊฎ᪉࣭㠀ฎ᪉⸆ࠊ㣗⾜ືࠊࢤ࣮࣒ࠊ
ࢲ࢚ࢵࢺࠊ㉃ࡅࠊ㐠ືࠊඹ౫Ꮡࠊ
ᜊឡࠊࢭࢵࢡࢫ࡞࡛ࡢ௦ൾࡍࡿႴⒷ
⾜ື
ࢻ࣮ࣃ࣑ࣥศἪࠊࣀࣝࢻࣞࢼࣜ
ࣥ⃰ᗘ㐣࣭ῶᑡࠊ࢜ࣆ࢜ࢻศἪ࡞⬻ෆ
Ꮫ≀㉁౫Ꮡࢆࡘࡃࡿ

䝜䝹䜰䝗䝺䝘䝸䞁㧗ศἪᆺ
ዲ୰⌫ቑከ䛜䛴䛟䜛㓟䝇䝖䝺䝇

ឤ⚄⤒⥭ᙇ䛸䛧䛶䛾⢭⚄䝃䜲䞁
⢭⚄≧

䕔䜃䜙䜣ᛶ⫶⅖䚸⫶₽⒆䚸༑ᣦ⭠₽⒆䚸
䜽䝻䞊䞁䚸₽⒆ᛶ⭠⅖䚸䛜䜣䠄ᝏᛶ⭘⒆䠅䚸
ື⬦◳䚸Ꮚᐑ➽⭘䚸ዷፎ୰ẘ䚸ዷፎ
⭈䛺䛹

⏕༴ᶵ

㘽
⎔
ቃ

Ẽ䛜䛛䜚
ᚰ㓄䚸↔䜚䚸
ᜍᛧ
↓ຊឤ

ឤ⚄⤒⯆ዧᢚไ

• 㐣㣗䠄㣗䚸ྤ䚸ୗ⑩䠅

ឤ⚄⤒ᑕ

• 䝸䝇䝖䜹䝑䝖䚸㢌䜢ቨ䛻䜆

䝀䞊䝖䝁䞁䝖䝻䞊䝹䠄③䜏
䜘䜚ᙉ䛔่⃭䜢స䜛䠅䚸⬻
ෆ䝰䝹䝠䝛ศἪ

䛴䛡䜛䚸ᢤẟ
• ᜍᛧ䚸䝟䝙䝑䜽Ⓨస
䠄༢䠅 ᑠື≀䚸㧗ᡤ䚸㡢
䠄♫䠅㉥㠃䚸ྚ㡢䚸␗ᛶ䚸
⮬ᕫ⮯䚸ど⥺䚸㓶ㇺ

ᜍᛧᑐ㇟䛾ᅇ㑊⾜ື䛻
䜘䛳䛶⮬ᕫไᚚឤ䜢㧗
䜑䜛䠄⨨䛝䛘ᛂ䠅

䠄✵㛫䠅㟁㌴䚸䜶䝺䝧䞊䝍䞊䚸
㣕⾜ᶵ
䞉 ᙉ㏕⚄⤒
Ὑᡭ䚸ᙉ㏕ほᛕ

⾜ື䛻䜘䛳䛶⮬ᕫไ
ᚚឤ䜢㧗䜑䜛

䞉 ᚰẼ

≧䝁䞁䝖䝻䞊䝹⾜ື䛻
䜘䜚⮬ᕫไᚚឤ䜢㧗䜑䜛

䝉䝹䝣䜿䜰⾜ື

ᚰ䛸䛛䜙䛰䛾䜿䜰(ᙅⅬ䜹䝞䞊䠅䛾䛯䜑䛾
ᏳẼ㉁䛾ே䛾⮬ᕫᑐฎἲ
䐟䝬䜲䝘䝇䛾ឤ䛜㉳䛣䛳䛯䜙䚸ᛮ䛔㎸䜏䜔ዶ䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛸ᛮ
䛔䚸䛭䛾䝬䜲䝘䝇䛾ឤ䜢ព㆑ⓗ䛻⬥䛻⨨䛝䚸䛧䜀䜙䛟ᵝᏊ䜢䜏䜛䚹
䠄䛘䜀䚸㻝䞄᭶䛟䜙䛔䠅┦ᡭ䛾ゝⴥ䛾䜢ㄞ䜒䛖䛸䛧䛯䜚䚸ឤ䛻䜎
䛛䛫䛶⾜ື䜢䛩䜛䛾䛿䜔䜑䜛䚹
䐠ᛮ䛔㎸䜏䜔ዶ䜢䜘䛡䜛䚹
䐡ㄡ䛛䛻⮬ศ䛾Ẽᣢ䛱䜢⪺䛔䛶䜒䜙䛖䚹䝬䜲䝘䝇ឤ䛜㉳䛣䛳䛯䜙䚸
ហ⑵䜢➨㻟⪅䛻⪺䛔䛶䜒䜙䛖䚹
䐢ᚰ䜢✜䜔䛛䛻䛧䛯䜚䚸䜖䛳䛯䜚䛩䜛䜘䛖䚸ព㆑ⓗ䛻ᕤኵ䛩䜛䚹
䐣ᴟ➃䛺䝇䝖䝺䝇⎔ቃ䛛䜙㞳䜜䜛䚹
䐤ಙ㢗䛾䛷䛝䜛ே䛸䛝ྜ䛖䚹
䐥⮬ศ䛾ឤ䛨᪉䜔⪃䛘᪉䜢䛂⚾䛿䛣䛖ᛮ䛖䚸䛣䛖ឤ䛨䜛䛃䛸䛂⚾⾲⌧䛃
䛷ఏ䛘䜛䚹
䐦࿘䜚䛾ᙉ䛔ᛂ䛻䛩䛠ᛂ䛧䛺䛔䚹

ǯȸȫȀǦȳƷˁ૾Ǜ៲ƴƭƚǔ
͌ ᧙̞ᎍˌٳƴख़ၠǔ
͌ ᡵ᧓ƴࡇƸᐯƴƢǔೞ˟ǛƭƘǔ
͌ ॓ƠǈƷƨǊƷ᧓ƴǋƭ
͌ ԠԈඥŴൢыŴȀȳǹƳƲȪǺȠᢃѣǛƢǔ
͌ ѣཋǛƏŴౡཋǛᏋƯǔ
ŠੵǔƗƷƳƍ᧙̞ƷʴǛᙸЈƢ
ăˊǘǓƴ࣎ƕᓳƪბƘˊྸ᫊ᘙᝋǛਤƭ
ᲢǹȈȬǹࡇǛᲫᲪᲟЭࢸƴưƖǔǋƷᲣ
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F ⾜ືὴ䝍䜲䝥

䝉䝹䝣䜿䜰⾜ື

ἋἚἾἋൢឋ

ᚰ䛸䛛䜙䛰䛾䜿䜰(ᙅⅬ䜹䝞䞊䠅䛾䛯䜑䛾
᪂ወẼ㉁䛾ே䛾⮬ᕫᑐฎἲ

䠄᪂ወẼ㉁䠅
䛔䛝䛺䜚⾜ື䛩䜛⾜ືὴ

䐟ᛮ䛔䛴䛔䛯䛣䛸䜢䛩䛠䛻ᐇ⾜䛧䛺䛔䚹䛭䜜䛜↓
ㅛ䛺⾜ື䛷䛿䛺䛔䛛䛹䛖䛛䜢Ⅼ᳨䛧䛶䜏䜛䚹

Ṳૼڈൢឋ ᐻԛỉẝỦẮểởૼڈễờ
ỉီឋễờỉỆႸử᠗ởẦẶỦẇϔᨖܼẇ
ЭӼẨỂẝỦầẆᘔѣႎẆᏮႎẆૌએ
ႎẆჺൢỂẝỦểờᚕảỦẇුᝲͼӼẇڤ
࣎ڈଘႮẇ࣬ẟếẨỂज़ᙾႎỆᘍѣẴ
ỦỉỂẆүೞỆᨋỦẮểờẝỦẇૼẲẟẮể
ửܖỮỂẟỦểẨỆ࣎ầܭܤẴỦẇ
ʻửẺỉẲỚễầỤဃẨỦẇ

䐠⾜ື䛩䜛๓䛻ே䛾ពぢ䜢⪺䛔䛶䜏䜛䛣䛸䚹䛭
䛾㝿䛻䚸ྠ䛨Ẽ㉁䛾ே䛻⪺䛔䛯䛾䛷䛿ⅆ䛻Ἔ䜢
ὀ䛠䜘䛖䛺䜒䛾䛻䛺䜛䛾䛷ὀព䛩䜛䚹

Ӌᎋ૰
ؓბൢឋᲧإᣛɧμƷᢡˡ܇
Š

Š

Š

Ӌᎋ૰
ɧܤൢឋᲧܹׅᢤƷᢡˡ܇

ࣛज़ཋឋȉȸȑȟȳƷӖܾ˳ᲢᲾᲬᲬᲣƱƷ
ኽƼƭƖƕᩊƳžإᣛɧμƷᢡˡ܇ſƕƋǔƷưᲦ
ឱǛࢽǔƨǊᙲ൭൦แǛ᭗ƘᲦ᭗ƘƢǔ
ͼӼƕƋǔᲨ

Š

ᐯ̮ཋឋǻȭȈȋȳƷॸࣱႎɧឱǛǋƨǒƢᢡˡ܇
᧙ɨƕƋǔƷưᲦƍƭǋɧܤưᲦᅕኺឋưƋǔᲨ
ƦǕƩƚƴݩஹǁƷܹǛʖჷƠᲦƦǕǛᢤƚǑƏƱ
ƢǔžܹׅᢤƷᢡˡ܇ſƕƋǔᲨ

ࣅൢឋƸ˂ƔǒᛐǊǒǕǔƜƱ
ᐯൢឋƸᐯࠁឱƢǔƜƱ
ቬბൢឋƸ˂ǛɭᛅƢǔƜƱǁƷᙲ൭൦แƕ
ࠝƴࢍǊǒǕǔᲨ

Š

žǇƋƍƍƔſƱƍƏ࣎Ʒ٣ưᲦƦƷᙲ൭ʨᡶǛ
ƱǊǔ࣏ᙲƕƋǔᲨ

Š

ᧈȪǹǯȞȍǤǸȡȳȈƴᧈƚƯƍǔƕᲦႺЭƷ
ȪǹǯƴƸ࣬ƍᡂǈǍेڨǍȑȋȃǯƕ᭗ơǍƢƍᲨ
ᆤǍƔƳᐯЎǛࠝƴዜਤƢǔƜƱƕٻЏưƋǔᲨ

Ӌᎋ૰

ൢឋǛᙸЎƚǑƏ

ૼڈൢឋᲧૼࣱڈᡙ൭Ʒᢡˡ܇

Š

ȉȸȑȟȳ&&4ǍǻȭȈȋȳƷӖܾ˳ƱኽƼƭƖƮ
ǒƍᢡˡ᧙܇ɨƕƋǔƷưᲦࣛज़ཋឋȉȸȑȟȳǛࢽ
ǔƨǊƴᲦૼڈƳƜƱƴႸǛ᠗ƔƤᐻڠƢǔ
žૼࣱڈᡙӏƷᢡˡ܇ſƕƋǓᲦऴ༏ႎƳ൭࣎ƕ
ٻƖƳǨȍȫǮȸǛဃǈЈƢᲨ

Š

ᐯ̮ཋឋǻȭȈȋȳƷɧឱƔǒᲦۯफХນƔǒƷ
ѣႎׅᢤƕƋǓᲦᘔѣႎᲦᏮႎᲦૌએႎᲦჺൢƳ
ͼӼƕƋǔŵ

ɺᲢƨǇƝᲣ
Ʒᭌŵӝᚌƕ
ɥƕƬƯƍƯŴ
ǑƘƠǌǂǔŵ

țȸȠșȸǹƷ
ᭌŵ˳ƕᑣƍŵ

᩿ᧈƷᭌŵ
ƳưᏅŵ
˳ኬƍŵ
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ࣱൢឋỉᢡˡ܇Ịɟဃ٭ỪỤễẟẇ
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