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大学生のサーチエンジン情報探索行動の分析：

タイムサンプリング法を用いて

Undergraduates' Information Seeking Behavior using Search Engines:

Analysis using the Time-sampling Technique

１）名古屋大学附属図書館研究開発室
Nagoya University Library Studies

２）名古屋柳城短期大学図書館
Nagoya Ryujo College Library

逸村　裕１） 種市淳子２）

ITSUMURA, Hiroshi TANEICHI, Junko

Abstract
We examined the evaluation process for Internet information resources in searching the

web using the time-sampling technique. We gave undergraduates prior instruction,
emphasizing the importance of evaluation of information resources, and then posed
questions that would require qualitative judgment.
As a result, many of the test subjects acquired some degree of skill in search technique,

but they had some problems in critical and qualitative evaluation of the information
resources. However, the behavior of the test subject who achieved the highest score in this
experiment demonstrated particular characteristics such as a high level of information
literacy and an aptitude for critical thinking. From these findings, we construct a process
model of cognition and evaluation during information retrieval.
When we examined the movements of the mouse during web searches, (1) the most

common movement during their web page searches was scrolling and (2) the
undergraduates tended to use mouse pointers to mark information they noticed.

研　　究
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Ⅰ．はじめに
サーチエンジンの普及に伴い、Web は、今や

学生を中心とする情報利用者の第一の情報源とな
っている１, ２, ３）。1999年に登場したサーチエンジ
ンGoogle４）は、それ以前のサーチエンジンの多
くがページ中の検索語の発生頻度をもとにランク

付けしていたのに対し、PageRank と呼ばれるリ
ンク解析にもとづくランキング技術を実現し５）、
その影響力を強めている。
図書館利用者の OPAC 検索行動にもサーチエ

ンジンの探索経験が影響を及ぼしている６, ７, ８, ９）。
大学図書館において効果的な情報探索指導を行う



ためには、利用者が実際に Web をどのように利
用しているかについての調査を行い、基礎データ
を蓄積し、フィードバックを重ねていく必要があ
る。
本研究では、学生の情報探索行動調査を継続し

て行い、その対応を検討している。2003年及び
2004年の調査では、Web の探索行動は単純なパ
ターンが繰り返される反復行動であり、僅かな時
間で結果のフィルタリングが行われることを明ら
かにした。また Web 情報源の評価では、視覚的
な要素と経験的な要素が重視され、コンテンツの
質的な評価（例：情報の信頼性、正確性、オーソ
リティ）が欠落する傾向があることも明らかとな
っている８, ９）。
これらは、今後の情報探索指導において情報源

の評価法が重要なポイントの一つとなることを示
している。そこで次の段階では、利用者がコンテ
ンツをどのように評価し、判断を行っているかを
検証することにした。
本論では、学部１年生13名を被験者として、タ

イムサンプリング法による実験調査を行い、大学
生のサーチエンジン情報探索行動を分析した結果
について述べる。

Ⅱ．関連研究の検討
１．大学生のWeb 情報評価行動
Griffiths ら（2005）１）は、マンチェスター・メ

トロポリタン大学の学生を対象に、質問紙による
情報探索行動調査を行っている。学生がどのよう
に情報を発見し探し出すかを調査した結果では、
被験者が第一にアクセスした情報源は Google の
45％で最も多く、次いで大学図書館の OPAC の
10％、Yahoo の９％となった。学生の学術情報に
対する意識は低く、サーチエンジンの利用経験は、
他の電子的な学術情報源に対する評価に影響を与
えていることが報告されている。
Whitmire（2004）10）は、15人の学部１年生を被

験者として、質問紙とインタビューによる調査を
行い、彼らの識論的信念や反省的判断力と情報探
索行動の関係を調査している。その結果、知識は
絶対的なものではないと考えるなど、認識論的信
念がより発達した段階にある被験者は、相矛盾す
る情報を適切に扱い、情報源の権威性を識別した。
また、反省的判断力がより低いとされた被験者が

サーチエンジンの第１位に表示される検索結果を
しばしば選んだのに対し、反省的判断力がより高
いとされた被験者には、情報を批判的に評価する
傾向が見られた。
認識論的信念や反省的判断力といった個性が情

報探索行動に影響を与えることが示されている。
Graham ら（2003）２）は、ウェルズリーカレッ

ジの電子計算機科学クラスの学生を対象に、電子
メールによる課題を用いて、誤報や誤解を招きや
すい情報に対する評価行動を調査している。その
結果、明らかな詐欺広告に対してはほとんどの学
生が懐疑的であったのに対し、“過去10年におけ
るマイクロソフトの主な技術革新を３つあげる”
という課題では、学生の63％はマイクロソフトの
Web サイト上の業績リストを唯一の情報源とし、
複数の情報源を確認したのは12％であった。被験
者の多くはサーチエンジンの探索結果に確信を示
し、コンテンツを批判的に読む意識は薄い傾向が
明らかとなっている。
Hess（1999）11）は、心理学を専攻する一人の博

士課程の大学院生を被験者として、Web 探索に
おける情報認識過程の調査を行っている。この被
験者は ERIC や PSYCHLIT といったオンラインデ
ータベースの検索経験はあったが、Web の検索
経験はほとんどもっていなかった。観察法、プロ
トコル分析法、インタビューにより得られた３種
類のデータをもとに分析した結果、被験者は終始
「情報過多」の意識にとらわれており、その状況
をコントロールできないこと、曖昧な情報（例：商
用サイト）をフィルタリングできないことに強いフ
ラストレーションを感じていることがわかった。
Hess は、この要因として被験者の Web 探索技術
に関する知識と経験の不足を関連付けている。情
報処理に関する知識や技能のレベルとそれに伴う
経験は情報認識の過程に影響を及ぼすことが示さ
れている。

２．Web ページ閲覧時における関心点
利用者がコンテンツのどこに注目しているかを

知ることは、情報評価の過程を分析するうえで重
要な手がかりとなる。
土方ら（2002）12）は、情報検索や情報フィルタ

リングの分野において Web ページ閲覧者の関心
点を探る方法は、明示的（直接的）手法（explicit
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method）と暗黙的（間接的）手法（impl ic i t
method）の２種類があると述べている。
明示的手法は、被験者の関心点がどこにあった

かを直接尋ねて回答を得る方法であり、この手法
の例に質問紙調査がある。
暗黙的手法は、Web ページのアクセス履歴か

ら「どのページを閲覧したか」を調べる方法や、
Web ページの閲覧時間、閲覧中の視線、閲覧中
のマウス操作等のデータを用いて利用者の関心点
がどこにあるかを推定する方法がある。
Morita ら（1994）13）は、ネットニュースの記事

に対する閲覧時間を調査し、閲覧時間と記事に対
する関心には相関があることを示している。戸田
ら（2005）14）は、Web ページ閲覧中の視線を分析
し、得たい情報を判断する際に注視点が停留する
ことを報告している。Mueller ら（2001）15）は、
マウス動作の履歴を Web ページ上に記録するシ
ステムを用いて、閲覧者がリンクリストに目を通
す際にマウスをマーカーとして使用する傾向があ
ることを報告している。また土方ら（2002）16）は、
「なぞり読み」「リンクポインティング」「リンク
クリック」「テキスト選択」の４つのマウス動作
が閲覧者の興味に関連していることを見出し、操
作対象となったテキストを抽出するシステムを実
装した検証実験を行い、抽出キーワードの有効性
を確認している。
暗黙的手法では、実験による被験者の精神的な

負担が少なく、自然な行動や意識を引き出す効果
が期待される。一方、得られたデータから導かれ
る知見は推測にとどまるという問題点がある。そ
こで次章の検索実験では、被験者の回答記述と
Web ページ閲覧中のマウス動作のデータを収集
し、被験者の明示的な関心点と暗黙的な関心点を
相互補完的に検証することにした。

Ⅲ．検索実験
学部１年生13名を被験者に、４つの課題による

サーチエンジンの検索行動を調査し、被験者がコ
ンテンツをどのように評価しているかを分析した
（調査年月日：2005年７月11日）。
次に、課題の正答率が最も高かった被験者に対

する追加実験とインタビューを行い、情報認識過
程を詳細に分析した。

１．実験の目的
実験の目的は、１）情報源の質的評価が行われ

ているか、２）コンテンツをどのように評価して
いるか、を検証することにある。

２．実験の方法
（1）被験者
Ｎ大学において全学教養科目「情報リテラシー

（文系）／（理系）」を受講した複数学部の１年生
13名を被験者とした。
「情報リテラシー」の授業では、 Google を用

いた情報探索法と情報源の評価を強調した事前指
導が行われた。
（2）手順
回答方法の説明と課題の教示を行った後、被験

者は４つの課題に取り組んだ。被験者らは、
Google を使い、検索語に用いたキーワードと、
結果をどのように評価したかを回答用紙に記述す
ることを指示された。制限時間は最大50分とした。
被験者の実験中の検索画面は録画された。
（3）データの収集と分析
被験者の明示的な関心点と暗黙的な関心点を探

るために、被験者の回答記述とマウス動作の操作
履歴データを分析に用いた。
分析はタイムサンプリング法（time-sampling

technique）により行った。この手法は、行動を任
意の時間単位で区切り（観察単位）、観察対象と
なる行動の生起を記録する方法である。高頻度で
生じる行動の観察に適し、記録システムに組み込
むことで、行動の生起頻度や持続時間等の量的デ
ータを収集することができる17）。
観察対象とするマウス動作のカテゴリーと操作

定義は、土方ら（2002）16）、戸田ら（2005）14）と予
備観察の結果にもとづき、以下のように設定した。
「スクロール」：画面をスクロールする
「ページ内検索」：ページ内のテキストを検索
する
「戻る／進む」：ページを戻す（進める）
「ページの開閉」：ウィンドウやタブの操作を
行ってページを開く（閉じる）
「なぞり読み」：マウスポインタをテキストに
沿って動かす、マウスをテキスト上でドラッグ
する18）。
「リンククリック」：リンクをマウスでクリッ
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クする
「リンクポインティング」：マウスポインタを
リンクの上にあてるが、クリックはしない
「停留」：マウスポインタの動きを停止させる
「その他」：上記カテゴリーに属さない動きが
観察された場合はここに含める

（4）探索課題
探索課題は、難易度の差による易課題と難課題

（課題 、課題 ）、質的な判断が要求される科
学、健康分野の課題（課題 、課題 ）の４課
題とした。
課題の性質が Web の探索行動においても影響

を与えることは近年の調査で明らかにされている19, 20）。
そこで本実験では複数の課題を提示し、課題の性
質による影響に留意して検証することとした。

課題
．ニュージーランドの面積
．1999年の Rambouillet Accords の内容
．除菌イオンは空気浄化に効果があるか
．たばこが原因とされる世界の年間死亡者数

３．結果
（1）情報源の質的評価
被験者らが回答に用いた Web ページの48件中

46件（96％）は検索結果の１頁より取得されたも
のであった（表１）。これらのページの信頼性を
Web Credibility Project による「Web の信頼性のた
めのガイドライン」21）を使用して検証した。実際
の評価は、情報検索に一定の知識をもつ第三者の
図書館員３名が各々行い、２名以上で合致した評
価が採用された。その結果、回答に用いられた
Web ページの48件中30件（62.5％）はガイドライ
ンの10項目中７項目以上の条件を満たしていた。
被験者のほとんどは検索結果の１頁に表示され

たページを選び、選ばれたページの多くが信頼性

の高い情報であると判断されたことは、先行研究
に示されたとおり被験者らが Google の特性に対
し一定の認識をもっていることを示している。
次に、課題ごとの結果を検討する。
課題 は、「ニュージーランドの面積」を問う簡

単な検索問題であるが、Web 上には様々なデータが
混在し（例：270,534km2（外務省）、270,500km2（ニ
ュージーランド大使館）、268,680km2（Wikipedia））、
複数の情報源を確認するかどうかがポイントとさ
れた。13人中５人と、最も多くの回答に用いられ
たのは、個人の海外挙式情報サイトに掲載されて
いた“27万600km2”であった。このページが検
索結果の第１位に表示されたことが、被験者の評
価に影響を与えたと推測される。
課題 は、ユーゴスラビア紛争に関わる

「Rambouillet Accords」22）の内容を説明するもので
あった。異なる立場から発信されている英文のコ
ンテンツを批判的に検証する必要があることか
ら、難課題と予想した。結果的に、13人中８人の
被験者が回答したが、結果の上位に表示される米
国国務省や英国国防省のページを唯一の情報源と
する例が目立った。
課題 は、「除菌イオンの空気浄化に対する有

効性」を問うもので、Web上には賛否両論のペー
ジがあり、質的な判断が要求される課題であった。
その結果、回答の半数以上が“効果あり”とする
など、検索結果の上位に表示される民間企業Ｓ社
及びＤ社の主張による影響が強く見られた。一方
で、効果を肯定する側と否定する側から発信され
ている情報を批判的に検討し、“（効果の）裏打ち
があればと思ったんですけど、逆に裏打ちがない
という結論になった”として、“効果があるとは
いえない”と回答する例も見られた。
課題 は、「たばこが原因とされる世界の年間

死亡者数」を問う問題であった。回答された数値
には明らかな誤答も含まれていた。また回答の８
例は WHO（世界保健機構）のデータを孫引きし
て引用していたが、これを WHO 本体のページに
より確認したのは１例のみであった。
被験者の多くは、実験前に受講した「情報リテ

ラシー」で学習したサーチエンジンの機能（例：
翻訳機能、キャッシュ、イメージ検索、フレーズ
検索、ページ内検索）を戦略的に使用しており、
一定の探索技能や知識を習得していることが示さ

表１　回答の情報源は検索結果の何頁めに表示されていたか
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れた。しかし、検索結果の上位に表示される情報
を過信する傾向が顕著に認められた。
（2）マウス動作による検証
実験中の画面記録をもとに、被験者の探索過程

をキーワード空間、結果一覧空間、ページ空間、
外部空間の４つの空間に分け、５秒ごとの観察単
位におけるマウス動作を観察し、記録した。記録
システムは、観察１単位１チェックを１度として、
マウス動作の発生頻度と持続時間（頻度×５秒）
を調べるものであった。１単位内に異なる種類の動
作が観察された場合は按分することとした（表２）。
ここでは、課題の正答率が最も高かった被験者

Ｙと平均的な正答率を示した被験者Ｈの探索過程
について詳細な分析を行った。被験者Ｙ、被験者
Ｈは共にサーチエンジン利用歴５年以上の被験者
である。
マウス動作の発生頻度の結果を表3に、持続時

間の事例を図１に示す。
Web ページ閲覧時において、最も高い出現率

を示すマウス動作は「スクロール」の29.6％であ
った。次いで「なぞり読み」が22.2％、「ページ
の開閉」が12.7％となっている。
「ページの開閉」はタスクバーから画面をアク

ティブにしたり、タブ機能23）を用いて画面を切
り替えたりする動作によるものであった。被験者

は複数のページ上のコンテンツを比較するため
に、ページを開いたり閉じたりする動作を繰り返
し行っていたことを示している。
マウスポインタが注視した情報のマーカーとし

て「なぞり読み」に使用される例も多く見られた。
これは、書籍の例でいえば目に留まった箇所に線
を引いたり付箋をつけたりしてマークを付すとい
った行動にあたると推測される。
しかし Web 上では、複数のページを並べて閲

覧することは難しく、マウスポインタによるマー
クは１回ごとの操作でクリアされる。Web の特
殊な閲覧環境は、コンテンツを比較する行為に認
知的な負荷をかけることになり、情報評価に影響
を及ぼす可能性が推測される。

４．追加実験
課題の正答率が最も高かった被験者Ｙの行動に

注目し、情報認識過程を分析するために、追加実
験とインタビューによる調査を行った（調査年月
日：2005年11月26日）。

4. 1 実験の目的
実験の目的は、被験者がコンテンツのどこを見

て何を基準に判断していたか、どのような情報認
識の過程をたどったかを分析することにある。
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表２　マウス動作の観察記録（課題 の事例）



4. 2 実験の方法
（1）被験者
被験者はＮ大学工学部の１年生であり、先の実

験で課題の正答率が最も高かった被験者である。
事前アンケートの結果によれば、サーチエンジ

ンの使用歴は６年で、１日数回サーチエンジンを
使用し、最もよく使うのは Google である。サー
チエンジンの検索には「かなり慣れて」おり、サ
ーチエンジンがどのように結果をランク付けして
表示しているかを「ある程度知っている」。サー
チエンジンは「なければ困る必須のもの」だが、
検索結果には「やや不満」であると回答している
（かぎ括弧内は択一式による被験者の回答を示
す）。高校時代にパソコンを自作した経験をもつ
など、情報検索及び情報処理に関する知識と技能
のレベルが高いと判断された被験者であった。

（2）手順
回答方法の説明後、被験者は、先の実験で記録

された検索画面（課題 ）を実験時の行動を思
い出しながら見ることを指示された。次に、再生
シーンを３分見た直後に、同じシーンを３分見て、
コンテンツの評価・判断レベルをボタン操作によ
り回答する方法を繰り返し行った（図２参照）。
実験中の被験者のマウス操作履歴はデスクトッ

プ上の動作保存ソフト「AppliGuide」により記録
された。実験終了後に40分間のインタビューを行
った。
（3）データの収集と分析方法
被験者のマウス操作履歴と発話のデータを収集

し、表２の記録システムを用いて、観察１単位
（５秒）に生起したマウス動作と評価・判断レベ
ルのデータを集計した。これをもとに、タイムサ
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図１　Web ページ閲覧時におけるマウス動作の持続時間（被験者Ｙの事例）

表３　Webページ閲覧中におけるマウス動作の発生頻度（被験者Ｙ／Ｈ）



ンプリング法による分析を行った。

4. 3 結果
マウス動作と評価・判断レベルの関係を図３

に、被験者の情報認識過程を図４に示した。

（1）マウス動作と情報評価の関係
図３によると、コンテンツの評価・判断と最も

深く関わっているマウス動作は「なぞり読み」で
あることが示されている。また、「スクロール」
動作中の評価や判断も比較的高い頻度で起こるこ
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図２　実験場面

図３　マウス動作と評価・判断レベルの関係



とが示されている。
図４によると、前半に「スクロール」、後半に

「なぞり読み」が多く出現している。コンテンツ
の評価・判断レベルは、弱い段階から始まり、検
索が進むにつれて強い段階へと移行している。ま
た、被験者が効果を肯定するページと否定するペ
ージを閲覧し、比較を行っている様子も読み取れ
る。
検索開始より、キーワード、結果一覧、ページ、
リンク先ページの空間を反復しながら、賛否両論
のページを閲覧し、結果のフィルタリングが行わ
れる。絞り込まれたページは、タブのインデック
スを用いて画面の切り替えが行われるようにな
り、最後はページ空間の移動のみで結論が下され
ている。
（2）情報認識の過程
図４をもとに、被験者がたどった情報認識過程

について検討する。
検索は「除菌イオン」という検索語１語により

開始された。前半は「スクロール」が多く見られ
る。後のインタビューで確認したところでは、課
題に関連するキーワードやデータがどこにあるか
を探している状態を示している。｢なぞり読み｣も
起きているが、半ば無意識に、ページをスクロー
ルしながらところどころにマウスポインタをあて
る程度である。“適当に流し読みしてる”、“とり
あえず見てみよう”といった発話にあるように、
漠然と情報を探している様子が示されている。
途中で検索語に「効果」の語を追加する。結果

の上位にはＳ社のページが中心に表示されるが、
単一情報源であることが気になり、結果を絞り込
むというよりは異なるページが出てくることを期
待したという。
探索過程が進み後半になるにつれて「なぞり読

み」の生起が目立つ。前半に見られた短い間隔で
マウスポインタをあてる動きではなく、“このへ
んを読むぞって思ったらこうやって”と、数行か
ら数十行にわたるテキスト行をドラッグしながら
読む行為が見られた。また、このような「なぞり
読み」が起きる際に強い評価・判断の状態にある
ことが示されている。
後半には「ページの開閉」も頻繁に起きている。
除菌イオンの効果を肯定する側と否定する側のペ
ージを絞り込んで、双方のページを開いたり閉じ

たりして比較検討を行い、矛盾点がないかどうか
を検討したとされる。評価のポイントとなったの
は、“（効果が）実際何なのか”の説明と、“裏打
ち”があるかどうかであった。結果的に“逆に裏
打ちがないという結論になってしまった”として、
「明確なデータが示されていないので効果がある
とはいえない」と回答している。
被験者が情報源の客観性や信頼性を意識してい

たことは、実験後のインタビューの発話からも読
み取れる。

“最後のページじたいもどんなもんかとは思
ったんですけど、新聞の抜粋なんで・・・。あ
あでもそれも企業とそんな変わらないような気
もするんですけど、まあメーカーよりは信頼で
きるかなと思ったんですよ”

（3）情報技術に関わる知識・技能の影響
被験者の行動特徴に、ブラウザのタブ機能、キ

ャッシュ機能、ページ内検索等の探索技術が効果
的に使用されていたことがあった。
Web の探索行動は、行動レベルの前段階と後

段階（例：検索結果とページ、ページとリンク先
ページ）を規則的に反復する行動であることがこ
れまでの研究成果により明らかになっている８, ９）。
Web 上で複数の情報源を比較するためには、こ
の反復を繰り返すか、該当ページをすべて開いて
タスクバーから切り替えるといった操作が必要と
なり、現段階では複数のページをシームレスに閲
覧することが難しい環境にある。
しかし実験では、タブのインデックス機能が活

用されて画面の切り替えに滞りがなく、被験者は
複数のコンテンツを上手く処理し、シームレスに
閲覧している様子が観察された。
マウスの付帯機能といった道具立ての問題も被

験者の評価行動に影響を与えていた。
被験者がふだん使用しているマウスはホイール

機能や「戻る・進む」ボタンがあるが、実験用の
マウスにはこの機能がなかった。そこで、「リン
クポインティング」動作の際には“とんで（リン
クして）戻るのって面倒なんでどれにいこうかな
っていう感じで”、ポインタをあてたときに表示
されるテキストやURL の情報を見ていたという。
情報技術に関わる知識（情報検索に関する知識、
コンピュータ技術に関する知識）と技能、またそ
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図４　被験者Ｙの情報認識過程（課題 ）



れに伴う個人的な経験や認識は、情報を探し出す
段階だけでなく、得られた情報から意味を形成す
る過程にも影響を与えていることがわかる。

５．考察
調査結果にもとづき、被験者Ｙの情報評価の過

程をモデル化して図に示す（図５）。
図４では、検索が進むにつれて、キーワード、

結果一覧、ページ、リンク先ページの空間を反復
する行動が徐々に収斂されていき、最後はページ
空間の移動のみで結論に向かう様子が示されてい
た。
このように、被験者の評価行動には、キーワー

ドを起点に関連する情報を拡散的に収集する段階
と、フィルタリングされた結果が徐々に収斂され、
結論に向かう段階が見られた。ここでは、認知心
理学分野に用いられる思考スタイルを援用し、前
者を「拡散的探索（divergent search）」、後者を
「収束的探索（convergent search）」と呼ぶことと
する。
「拡散的探索」の段階では、漠然とした情報探

しに始まり、課題に関連する明確なキーワードや
データを手がかりとして様々なページを閲覧して
いる。
「収束的探索」の段階では、「拡散的探索」に

より得られた検索結果に対し、情報の信頼性や客
観性を指標にフィルタリングを行い、最後は絞り
込まれたページの中で矛盾点を検証し結論を導い
ている。
それぞれの段階の情報評価に影響を与えた要因

には、既に述べてきたように、情報技術に関する
知識・技能の高さと経験、コンテンツを批判的に
読む思考態度が関わっている。これらの要因が相
互作用的、反省的に働いた結果、妥当な情報判断
が導かれたと考えられる。

Ⅴ．まとめ
情報源の評価を強調した事前指導を行った学生

を対象に、質的な判断を要求される課題を用いて、
Web 探索における情報評価の過程をタイムサン
プリング法により調査した。そこでは、Web ペ
ージ閲覧中のマウス動作と発話のデータをもと
に、被験者がコンテンツのどこに注目し、どのよ
うに評価や判断を行っているかを分析した。

調査の結果、被験者の多くはフレーズ検索、ペ
ージ内検索等のサーチエンジンの探索機能を戦略
的に使用しており、事前指導による一定の成果が
見られたが、検索結果の上位に表示される情報を
過信する傾向があり、コンテンツの質的、批判的
評価に課題が示された。
一方、最も高い正答率を示した被験者の行動に

は情報技術に関する知識・技能レベルの高さ、批判
的思考態度といった特徴があり、それに伴う個人
的な経験を含んだ相互作用が的確な情報判断を導
く要因となった。この関係をモデル化して示した。
Web ページ閲覧中のマウス動作を検証した結

果、１）Web ページ閲覧中に最も高い出現率を
示す動作はスクロールである、２）マウスポイン
タは注視した情報のマーカーとして使用される傾
向があることが示された。

ⅤⅠ．課題
サーチエンジンの情報検索に慣れた利用者に対

し、OPAC を含め、図書館側がどのような情報探
索指導を行っていくかは重要な課題となってい
る。
本論の調査結果によれば、被験者の学生は、

Google による結果ランキングの影響を受けやす
く、検索結果の上位に表示された情報源の質的、
批判的評価に対する意識は薄い傾向にあることが
明らかとなっている。今後の情報探索指導では、
サーチエンジンを使いこなすための方法ととも
に、サーチエンジンの検索における限界点を明確
に示していくことも重要であろう。
探索技術を駆使して様々な方向に知識やアイデ

アを拡げていく「拡散的探索」の段階と、抽出さ
れた知識や情報を整理し、コンテンツを批判的に
読み解いていく「収束的探索」の段階では、それ
ぞれに応じた指導法が検討される必要がある。本
調査では、収束的な探索を行う際に、批判的な思
考態度が重要なポイントとなることが示されてい
る。Web 上の誤報に対する評価法を指導プログ
ラムに取り入れることも有効な方法の一つと考え
られる。
課題の正答率が最も高かった被験者の事例で

は、批判的思考態度といった個人の性質と、情報
技術に関する知識・技能レベルの高さが、妥当な
情報判断を導く要因となった。そこでは、タブの
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インデックス機能やマウスの付帯機能といった道
具立ての問題も、情報認識過程に影響を与えるこ
とが示されている。このような情報技術や情報ツ
ールに関する知識を一般化して、情報探索指導に
生かしていくことも有効と考えられる。
サーチエンジンの普及は今後も加速することが

予想される。図書館においては、多様な情報探索
行動に応じた一律でない指導方法の検討を進めて
いくことが重要な課題となる。
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１　はじめに
ユビキタス（“ubiquitous”）とはどこにでもあ

る、遍在するという意味である。この言葉は、例
えばユビキタスコンピューティングのように用い
られ、いつでも、どこでも、誰でも計算機資源が
使えるということを意味する。図書館は以前から
ユビキタスなサービス提供を目指してきており、
貴重資料の電子化や電子ジャーナルの普及などに
より、その理想に近づいている。
しかし、図書館の資料は電子資料ばかりではな

い。現在の図書館は、電子図書館的機能と従来の
図書館機能が融合したハイブリッド図書館であ
る。電子図書館的な機能として、OPAC やデータ
ベース、電子ジャーナルの導入が進んでいる。認
証付きの個人向け Web サービスを提供している

ところもある。ここから様々なサービス、例えば、
資料の配送依頼や予約、セミナー室などの予約な
どが可能になり、図書館のポータルとしての役割
を果たしている。一方で、従来からある図書や雑
誌の館内閲覧や貸出は、依然として図書館の基本
サービスである。また、場としての図書館の側面
も見直され、物理的な資料や施設の重要性が高い
ことが分かる。
図書館の目的は図書や雑誌を収集、蓄積、保存、
提供することである。別の観点からは、上述した
ように、いつでも、どこでも、誰にでも資料の提
供を行ってきたと言える１。電子資料やインター

１ ここでの「誰にでも」というのは、通常登録された利
用者であり、登録自体は基本的に誰でもできるという
場合が多い。



ネットの出現により、電子資料に関して同様のこ
とを行う電子図書館という概念が現われたが、対
象が印刷物か電子資料であるかが違うだけで、目
的そのものは変わらない。つまり、ハイブリッド
図書館の場合は、対象が両方であるだけで、その
目的は基本的に同じである。
この目的を達成するために、図書館は時代に応

じて新しい技術や機器を導入してきた。例えば、
目録は手書きの冊子体目録がより追加・削除が簡
単なカード目録に移行し、COM（Compute r
Output Microform）目録を経てOPAC に移行した。
さらに、現在の OPAC は Web 経由で使うことが
普通になっている。他にも、電子資料に対するイ
ンターフェイスやアクセスの仕方など、電子図書
館的な機能や使い方の研究は多数ある３, ７, 10, 11）。
これらと比較すると、ハイブリッド図書館のうち
物理的な資料に適した新しい技術や機器の導入は
十分とは言えない。本稿の目的は、ハイブリッド
ライブラリー型の電子図書館モデルを提案するこ
とである。
ハイブリッド型の電子図書館モデルに関する研

究がこれまで少なかったのは、IT 技術の発達が
十分ではなく物理的な資料は物理的な資料として
扱うより他手段がなかったためだと考えられる。
しかし、二次元バーコードや近距離無線技術を用
いた RFID（Radio Frequency IDentification）など
の自動認識技術の進歩は著しく、これらの技術を
用いればモノに ID を付与し、所在地などの管理
が電子的に可能になると期待されている。特に
RFID はバーコードを置き換える技術として、小
売業や流通業への導入が期待されている。その効
果としては省力化や効率化、盗難防止、食の安全
には不可欠なトレーサビリティ確保などが期待さ
れている。また、Suica やおサイフケータイなど
にも RFID の技術が使われており、すでに一般の
生活にも浸透し始めている。
RFID は図書館界においても以前から注目され

ており、国内では中小規模の新設の公共図書館を
中心に全国に数十館導入されている12）。導入した
館からは、運用の効率化や自動化、不正退出防止
の効果などが報告されている１, 13, 23）。筆者が所属
する九州大学附属図書館も、その分館の一つであ
る筑紫分館にチェックポイント社の RFID システ
ムを導入し、上述した効果を確認している15, 16）。

このように、 RFID は図書館界の次世代技術と
して認識されているが、ハイブリッド図書館のモ
デルの一部として確立されたものとは言い難い。
その大きな理由として、現在の RFID の利用目的
は自動化や省力化であり、利用者の利便性向上に
は直接つながらないと考えられていることがある
ように思われる。
自動化や省力化は間接的には利用者の利便性向

上に寄与すると言えるが、これを実現するのは
RFID でなくとも可能である。例えば、RFID リー
ダを組み込んだ自動貸出装置は、確かに図書館職
員の手間を減らし、また、間接的には利用者が迅
速に貸出サービスを受けることを可能にする。し
かし、自動貸出装置の実現はバーコードでも可能
である。さらに、RFID の導入の問題点として、
RFID の技術的な欠点やコストの問題だけでなく、
図書館職員の専門性の放棄につながるとの指摘も
あり６）、本質的に図書館サービスを改善する技術
とは思われていないようである。
本稿では、自動認識技術がハイブリッド図書館

を実現するための重要な技術であることを示し、
この技術を用いた電子図書館モデルを提案する。
まず、２節で現在までの電子図書館モデルについ
て考察し、自動化や省力化、自動認識技術はその
モデルに含まれていないことを明らかにする。次
に３節において、図書館で扱う対象やサービスに
ついて考察することで、その問題点を明らかにす
る。これを踏まえハイブリッド図書館に対応した
電子図書館モデルを提案する。ここで提案したモ
デルは抽象的なものであり、どのような技術を用
いて実現するかに依存しない。そこで、４節にお
いて、現在または近い将来実現できると予想され
る技術を用いて、具体的にどのようにモデルを実
現するかについて説明する。さらに、これにより
可能になる新たなサービスを提案する。これらの
サービスの提案を通して、省力化、効率化と利用
者の利便性向上は同時に実現できること、図書館
が現在抱えるニーズの把握不足や狭隘化の対策２）

などにも使える可能性を持つことを示す。

２　現在の電子図書館モデル
電子図書館について細い点まで考慮すると様々

な定義が存在しているが、基本的には電子的な資
料を扱う点では一致していると言える。本節では、
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様々な時代や立場の電子図書館に関する資料にお
けるその定義を見ていく。
まず、国会図書館が考える電子図書館の定義か

ら始める。国会図書館の Web ページによると、
国立国会図書館が考える電子図書館の特徴とし
て、「ネットワークによる情報の提供、二次情報
や電子化した一次情報などさまざまな電子図書館
の「蔵書」の構築と提供、音声、動画などマルチ
メディアの活用、情報通信技術を活用した検索・
閲覧等の利便性の向上、インターネット上の情報
など外部情報資源の活用と探索への援助」が挙げ
られている８）。この定義から、電子図書館におい
ては電子化とネットワーク化が重要であることが
分かる。
次に大学図書館に導入された電子図書館を考察

する。大学図書館の場合は独自の学術資料が学内
において生成されるため、電子図書館の対象が国
立国会図書館のそれとは異なる場合が多い。例え
ば、筑波大学電子図書館システムの目的は「本学
で収集・生産・蓄積された学術的価値の高い資料
の原文を電子化し全世界向けて発信する」である
と説明している９）。全世界へ向けて発信するイン
フラとしてインターネットを仮定していると考え
られるので、対象が学内の学術的な資料であるこ
とを除けば、電子図書館としては国立国会図書館
のそれと同じである。
これまでの２つの文献は比較的新しいが、1989

年の文献21, p.204）でも、電子図書館を「主にディジ
タル情報を蓄積したネットワーク内における情報
提供システム」と定義している。
電子化した情報を自館に蓄積するのではなく、

ネットワーク上の電子情報を対象にした電子図書
館の定義として「ネットワーク情報資源の集合が
いわば電子図書館（デジタル図書館）である」と
いうものもある19, p.90）。
これら以外の多くの文献においても、基本的に

電子化とネットワーク化が電子図書館の根幹であ
り、「電子図書館機能とは、ネットワークを用い、
デジタル化された情報源の蓄積、保存、検索、提
供、利用を可能にした機能である。」20）と言える。
つまり、電子資料に関しては「いつでも、どこで
も、誰でも」というユビキタス時代に相応しいも
のになりつつあると言えるであろう。

３　ハイブリッドライブラリー型電子図書館モデル
ハイブリッド図書館は電子資料と図書や雑誌な

ど物理的な資料を所蔵する。しかし、前節でみた
通り電子図書館機能の対象となるのは電子資料の
みであり２、物理的な資料は従来通りのサービス
が提供されてきた。つまり、物理的な資料につい
てユビキタス時代にふさわしい姿になっていな
い。電子資料と「印刷資料を有する図書館では、
印刷資料とのシームレスな統合がなされていなけ
ればならない。」10, p.3）との指摘が実現していると
は言い難い。
本節では、まず現在の図書館で扱う対象とこの

対象の管理方法について考察し、その問題点を明
らかにする。これを踏まえ印刷資料を電子資料と
同様に扱えるようなモデルを提案する。

3. 1 図書館で扱う対象
図書や雑誌、CD や DVD などがあり、これら

を資料と呼んでいる。各資料には固有の ID 番号
（資料 ID）が割り振られており、図書館システム
内ではこの番号で管理される。
資料データベース以外に図書館が管理するデー

タベースとして利用者データベースがある。各エ
ントリに対して固有の ID 番号（利用者 ID）が割
り振られ、氏名、連絡先などが付随している。
これ以外に通常図書館で管理している基本的な

データベースは存在しないと考えてよい。例えば、
現在貸している本とそれを借りている利用者 ID
のデータベースなどが存在する場合もある。しか
し、これは２つの基本データベースから生成され
るのであるため、これら２つを考えておけば十分
である。

3. 2 位置と状態管理
ここでは、上述した図書館が扱う対象をどのよ

うに管理しているかを考える。
図書館の目的は資料を収集、蓄積、保存、提供

することである。これを確実に行うには、資料の
位置と状態を管理する必要がある。位置管理とは、
資料が置かれている場所を把握することで、これ
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２ ただし、コンテンツのデジタル化とインターネット・
ライブラリーに加えてライブラリー・オートメーショ
ンも電子図書館機能として考えている文献も少ないな
がら存在する３）。



を行うために、図書館システムの資料データベー
スの各資料には所在を示す番号（通常所在コード
などと呼ばれる）が付随する。所在コードは通常
おおまかな場所を示すのみで、細かな位置の管理
は行われていない。
例えば、開架閲覧室や書庫などの部屋程度の単

位による管理が通常であり、書架の単位や1 冊ず
つの位置の管理はされていない。しかし、１冊ず
つ決まった順番に並べられているという意味では
資料単位の位置管理がされていると言ってよい。
状態管理とは、その資料が所定の位置にない場合
にどこにあるかを示すもので、通常「貸出中」や
「不在資料」などが状態としてある。筆者が所属
する九州大学附属図書館では、さらに「配送中」、
「取置中」、「発送中（○○館→△△館）」といった
状態もある。
位置と状態管理の重要性は、実際に資料を探す

時の手間を考えると理解しやすい。２次資料など
を用いて読むべき資料が決まれば、次は目録カー
ドや OPAC によりその資料がどこにあるかを探
す。目録カードには通常状態は示されていないが、
OPAC の場合は「貸出中」の表示ができる場合が
多く、この表示によって無駄に来館する必要がな
くなる。
資料を確実に探す場合に重要な位置と状態管理

だが、少なくとも３つの問題点が存在する。まず、
一般的な図書館では、資料の位置は利用者が自由
に変更できるということである。館内における資
料の利用は自由であり、元の書架に戻すのは利用
者自身である。
２つ目の問題は位置の検証にコストがかかるこ

とである。仮に意図的に正しくない位置に資料を
戻されたとしても、それを即座に検出できれば問
題は小さい。しかし、位置を検証する手段は人手
による蔵書点検が普通である。本にタグが装着さ
れている場合で、ハンディタイプの RFID リーダ
を用いても、小規模な館でも蔵書点検には数日か
かるため、年に１，２回しか実施できないであろ
う。
３つ目の問題は所在コードや状態が割り当てら

れていない“空白地帯” が存在するということ
である。上述したように、図書館が管理する資料
には所在コードと状態が割り当てられている。状
態もある意味で位置を示しているといえる。例え

ば、貸し出し中の資料には、貸し出した利用者の
利用者 ID という所在コードが割り当てられてい
ると考えることができ３、それが利用者の自宅な
のか研究室なのか物理的な場所がどことは言えな
いが、館内にないと考えてよい。しかし、館内閲
覧されている資料は所在コードの場所になく、そ
の時点でどこにあるのか把握するのが困難であ
る。言い方を変えると、館内利用されている本は、
他の利用者や図書館職員から見ると、館内にない
ことを確認するために、その書架まで行かないと
判断できず、さらに、存在しない理由が館内利用
なのかなくなっているのかの判断もできない。
３つ目の問題は現在でも十分に大きな問題であ

るが、さらに従来提供してこなかった積極的に資
料を移動させて様々なレイアウトで提供しようと
する時に問題となる。例えば、新着本や返却され
た本、今週よく借りられた本などを特定の棚に置
いて利用者に提供するというサービスを考えてみ
る。自宅や研究室から OPAC で貸し出し中では
ないことを確認してから来館しても、求める資料
がそれらの棚にあるのか通常の配架位置にあるの
か双方を確認しなければならない。より大きい移
動、例えば、キャンパス間配送などのサービスで
も同様の問題が発生する可能性がある。筆者が所
属する九州大学はキャンパスが分散しているの
で、以前からキャンパス間配送を無料で行ってき
た。この時、貸し出し処理は所蔵分館で行わない
と、所蔵分館から受け取り分館まで配送される間
が OPAC で検索しても所蔵分館にあるように見
えてしまう。だが、所蔵分館で貸し出しを行えば、
配送時間や受け取り館に取りおいている時間も貸
し出し期間とカウントされてしまう４。

3. 3 ハイブリッドライブラリー型電子図書館モデル
ここまで考察すると、求めるモデルが明らかに

なってくる。まず、資料単位で位置と状態管理が
できなければいけない。ここでいう状態には「館
内利用」という状態も必要である。図書館の最も
基本サービスである位置と状態管理が行えれば、
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３ このことは、次節で述べる新たなサービスにつながる
重要な視点である。

４ この問題は、昨年末に図書館システムをリプレースす
る際に解消され、現在では配送中・取置中などの複数
の状態が割り当てられる。



図書館にとっても効率化や省力化が期待でき、利
用者も確実に資料が利用できる。さらに、上述し
たような自由な資料のレイアウトが可能になり、
図書館職員の専門性を活かした様々な資料の見せ
方が可能になる。
次の要件は、これらの位置や状態がWeb OPAC
などにより、どこからでも確認できることが必要
である。これについては、位置と状態が把握でき
ていれば、現在の図書館システムで対応可能であ
る。また、OPAC の携帯電話対応も本質的に難し
いことではなく、携帯電話でどこからでも確認す
ることが可能になる。
最後の要件は、これらの資料をどこからでも利

用できるようにすることである。

４　モデルの実装と付加サービス
前節で提案したモデルは、こうあるべきという

理想像の一つではあるが、具体的にどのように実
現するかについては述べていない。本節では、自
動認識技術を用いてこのモデルの実装について考
察する。さらに、モデルが実現できた場合に可能
になる付加サービスも提案する。
まず、最初の要件である位置の管理には RFID

を使うことが考えられる。書架に RFID リーダを
組み込んだインテリジェント書架は図書のように
ある程度の厚さがあれば斜めになったり横置きし
た資料があっても十分実用的な精度で動作する14）。
インテリジェント書架と RFID リーダ型のゲート
を組み合わせて利用すれば、本が書架から抜かれ
たことを検知できるので、ゲートをまだ通ってい
ない本は館内にあることと判断できる。さらに、
探している本が館内閲覧されていれば、その本が
戻ったら携帯電話のメールなどに知らせてくれる
サービスも可能になる。
全部の書架をインテリジェント書架に置き換え

ることは、コストの面からは現実的ではないが、
返却された本や新着本などを展示するための棚の
みに使うだけでも十分な効果が得られる。当然な
がらこのような書架は省力化にもつながる。例え
ば、上述したように九州大学附属図書館は配送の
各状態を OPAC で明示するサービスを提供して
いる。これにより、
１．処理中（○○館）：収蔵館職員による現物
キープの期間

２．発送中（○○館→△△館）
３．取置中（△△館）
４．貸出中
５．処理中（○○館）：利用者から返却されて
発送されるまでの期間

６．返送中（○○館→△△館）
という状態を、利用者が把握できる。しかし、こ
れを実現するためには1 冊の貸し出しにつき、従
来より4 回多くバーコードを読む必要がある。
RFID を用いれば、従来より少ない手間でこのよ
うなサービスを実現できる。
インテリジェント書架は、図書館の問題点とし

て指摘されている２）ニーズの把握にも新たな視
点を与えてくれる。貸し出し履歴を調査すること
はニーズの把握の助けることになると考えられる
が、これだけでは館内の利用が反映されていない
分析結果になる。
九州大学附属図書館の利用統計を見ると、学生

は教職員と比較して、本はあまり借りないがよく
来館するということが分かっている。つまり、貸
し出し履歴の把握だけでは、学生のニーズを把握
するには不十分である。他にも、本を書架から取
りだしてみたが、パラパラとめくったところで元
に戻した、という情報が取得できる可能性がある。
このような情報を適切に用いれば、ニーズの把握
につながると考えられる。
最後の要件である資料をどこからでも利用でき

るようにするには、物理的な配送により実現する
方法や電子化してファイルを転送する eDDS のよ
うな方法が考えられる。物理的な配送については、
各利用者まで届けることは困難でも、学科単位の
事務室あたりまで配送することは可能であろう。
キャンパス間の配送は無料にしても、キャンパス
内配送は有料で行うという運用も考えられるの
で、配送コストの問題は解決できる可能性はある。
一方、電子化にはコストだけでなく著作権の問題
も関係するので実際には電子的なファイルの転送
は利用者に渡す手前、例えば利用者に近い分館や
上述した学科事務室５までにしておき、利用者に
は紙で手渡しするという方法になるであろう。
各学科事務室まで配送システムを完備すること
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５ ただし、学科事務室は図書館ではないので、ここまで
電子的なファイルを送信することも著作権を侵害して
いる可能性がある。



は、現在学内で流通していない資料の管理と流通
という意味で図書館にもメリットとなる。大学図
書館の蔵書の多くは、実は図書館には存在せず各
研究室などにある場合がある。九州大学附属図書
館では、このような資料の状態は「研究室貸出」
または「長期貸出」としており、原理的には他の
利用者が借りることが可能である。しかし、実際
には誰が研究室まで資料を取りにいくか、研究室
の人がいない場合はどうするのかなどの問題があ
り、実質的にはこれらの資料は研究室外の人間に
は利用できない。もし学科事務室までの配送シス
テムが存在すれば、研究室貸し出しの本を借りた
い場合、研究室の人が配送システムに渡し、その
まま貸し出し先の学科事務室まで配送することが
可能である。このように流通が盛んになれば、本
当に必要な本以外の重複本が減り、その分の費用
で配送を実現できる可能性も十分にある。九州大
学附属図書館では、このような研究室貸し出しの
リコール制度を運用しようとしている５）。研究室
貸し出しの本も図書館の流通システムに組み込め
れば、狭隘化対策２）として研究室貸し出しを積
極的に推奨するということも可能である。

５　おわりに
本稿では、物理的な資料と電子資料をシームレ

スに扱うために、資料の位置と状態の管理という
面からハイブリッドライブラリー型電子図書館モ
デルを提案した。また、これの実現例を示し、ど
のような図書館サービスが可能になるか考察し
た。このモデルは、本を探す利用者と本を管理す
る図書館の双方にメリットがある。また、自由に
レイアウトを変えて資料を提供することが可能に
なり、従来よりさらに図書館職員の役割は大きく
なると考える。NDC 以外に自館の利用者に役に
立つような分類を図書館職員が考えなければなら
ないからである。
３節で図書館が保有する基本データベースとし

て資料データベースと利用者データベースがある
ことを述べた。その後の議論は資料データベース
に関することだけであったが、個人情報保護やプ
ライバシーの観点から利用者データベースをどう
扱うかも重要な問題である。特に、４節で述べた
ようなニーズの把握のための貸し出し履歴などの
解析をする場合、利用者データベースをどのよう

に扱うかが重要である。これに対して、九州大学
附属図書館は、九州大学が導入を進める IC カー
ドを用いて22, ４）、個人情報や利用者のプライバシ
ーを保護しつつ、利便性をあげる取り組みを行っ
ている17, 18）。
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名古屋大学学術ナレッジ・ファクトリーの実装（報告その１）

Implementation of Nagoya University Academic Knowledge Factory

First Phase

名古屋大学附属図書館
Nagoya University Library

早瀬　均
HAYASE, Hitoshi

Abstract
Nagoya University Academic Knowledge Factory (AKF) Plan has been made by

Nagoya University Library in collaboration with Information Technology Center and
Center for Media Information Studies.  The plan was progressed greatly this year because
National Institute of Informatics (NII) regards the plan as a part of its Cyber Science
Infrastructure (CSI) initiative.  This paper reports an outline of implementation and
functions of AKF system at the present stage.

報　　告
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１．はじめに
名古屋大学附属図書館は、学内の情報関連施設

である情報連携基盤センター、情報メディア教育
センターと連携して、学術ナレッジ・ファクトリ
ー（Academic Knowledge Factory:以下「AKF」と
いう。）構想を策定し、概算要求をしつつ、構築
のための準備を進めてきた。AKF は、大学の教
育・研究活動の成果として生産される多様なデジ
タル情報と大学が保有するデジタル情報の統合検
索環境を、メタデータの自動生成や Web サイト
資源の自動分類等の情報技術を駆使して実現しよ
うとする取り組みである。AKF 構想については、
すでに紹介記事１）があるので、それを参照して
いただきたい。本稿では、AKF 構想を現在の情
報環境においてどのようなシステムとして実装し
ようとしているかについて、平成17年度に実施し
た作業に基づき報告を行う。

大学には、実にさまざまな情報が生産され、ま

た保有されている。研究者が研究成果として発表
する研究論文や研究報告、授業に関連したシラバ
スや講義録などの教育関連資料、学位論文、学内
の組織や個人が開設し、公開している Web サイ
ト情報資源や図書館によりデジタル化された貴重
資料等々である。これらは大学に設置された多数
のサーバに蓄積され、インターネットを介して学
内外に発信されている。必要な情報は、それぞれ
のサーバにアクセスすることで得られるはずであ
るが、どのような情報資源（リソース）がどのサ
ーバ（サイト）に蓄積されているかを確認するこ
とは難しいのが実際である。Google に代表され
る検索エンジンがあり、膨大なサイトの情報が検
索できるが、そこには大学がもつ学術情報の一部
しか含まれていない。大学が社会に対する説明責
任や社会貢献を果たしていくためには、AKF の
ような大学が生産、保有する学術情報の統合的な
情報発信・検索の仕組みが必要である。それによ



って、検索エンジンへの情報の提供が拡大し、大
学の学術情報へのアクセスがさらに容易になるこ
とも期待される。AKF は、このような背景のも
とに構想された。

２．AKF の全体構想
AKF構想の基本理念としては、以下の３点が挙

げられている。
１）先導的な大学学術情報システムの開発と開発
成果の公開

AKF 構想の実装においては種々の検討・開発
事項がある。その検討結果や成果を可能な限り公
開し、オープンソースとして提示が可能なシステ
ムについては積極的にオープンソース化を図る。

２）国際標準への準拠
情報資源を検索・同定するためのデータである

メタデータの構造、サーバ間の連携等については、
国際標準に準拠することとし、これによって相互
運用性を確保するとともに、将来のシステム拡張
を可能とする。

具体的には、メタデータの構造は、Dublin Core
Metadata Element Set Verson 1.1２）（以下、「DC 形

式」という。）に準拠した。また、サーバ間のメ
タデータ交換には、OAI-PMH（Open Archives
Initiative - Protocol for Metadata Harvesting）Version
2 . 0 ３）を採用し、情報資源間のリンクは、
OpenURL Version 1.0（ANSI/NISO Z39.88）４）に基
づくことにしている。

３）他の学術機関との連携
他の学外機関等との連携は重要な理念である。

具体的には、AKF に蓄積するメタデータについ
て、他の学術機関からのハーベスティング（以下

「収穫」という。）に対応できるようにする。当面、
国立情報学研究所（NII）の大学情報メタデータ
ポータル（JuNii）５）、ミシガン大学のプロジェク
トであるOAIster６）、NDLTD（Networked Digital
Library of Theses and Dissertations）のUnion
Catalogプロジェクト７）等へのメタデータの提供
を考えている。

３．AKF システムの構成と機能
図１に AKF システムの連携概念図を示す。学

内には、すでにさまざまなサービスが提供されて
おり、その環境のなかで AKF を実現する方法と
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図１　名古屋大学学術ナレッジ・ファクトリー（AKF）システム連携概念図
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表１　AKF 標準形式要素一覧



して採用したものである。ここで AKF は大学の
情報発信におけるポータルの機能を果たす。情報
資源は、それぞれのサーバに蓄積されており、
AKF はそれらのメタデータを収集、蓄積して、
統合的な検索と元の情報資源へのアクセスを提供
する。したがって、AKF には、主として次のよ
うな機能要素が必要となる。

①学内の公開サーバに蓄積されている情報資源の
メタデータを収穫する機能（ハーベスタ機能）

②収穫されたメタデータの統合検索機能
③学外ハーベスタからのメタデータ収穫要求に対

応する機能（リポジトリ機能）８）

④効果的な情報資源間のリンクを実現する機能
（リンキング機能）

AKF がメタデータを収集する対象は、現在のと
ころ次の４つのサービスである。

・名古屋大学学術機関リポジトリ
・エココレクション
・プラム（名大 Web サイト資源検索）
・名大の授業（Open Course Ware）

これらのサービスには多様な情報資源が蓄積さ
れている。例えば、学術機関リポジトリには主と
して研究論文（文献）が蓄積されている。エココ
レクションは、デジタル化された史料であり、プ
ラムは、学内のホームページで提供されている情
報資源、名大の授業は、電子化された教育用資料
である。情報資源が異なれば、その情報資源を記
述するメタデータも異なってくるが、統合的な検
索環境を実現するためには、共通のメタデータ構
造が必要となる。AKF では、上述のように国際
的な連携を念頭におきつつ、国際標準に準拠した
メタデータ形式を採用している。

４．AKFメタデータ形式
4. 1 メタデータ構造

AKF でメタデータを扱うときの形式を表１に
示す。この形式は、AKF 標準形式と呼んでいる
ものであるが、DC 形式をベースとしつつ、次の
ような拡張を加えている。

① JuNii 等の外部リポジトリへの対応を考慮し
て修飾子（qualifier）やスキーマ（schema）

を追加した。
② Creator，Contributor，Publisher は、修飾子と

して、Transcription や Alternative をもつ要素
が設定できるため、これらをグループ単位で
扱えるようにした。

③書誌事項を識別するため、Description に
Citation という修飾子を追加した。

4. 2 必須要素
DC 形式では、基本的に全ての要素がオプショ

ンであるが、AKF では連携する他のリポジトリ
とのメタデータ交換を考慮して必須要素を設け
た。考慮したのは、JuNii 形式と ETD-MS（殆ど
DC 形式と同じ。）形式である。表２にこれらの
メタデータ形式における必須要素を示す。

4. 3 メタデータ構造の変換
AKF がメタデータを収集する対象のデータベ

ースは、それぞれ固有のメタデータ構造を持って
いる。AKF では、メタデータを収集して、AKF
のデータベースに格納するとき、AKF 標準形式
への変換を行う。また、学外からのハーベスティ
ング要求には、JuNii 形式か、DC 形式のどちらか
で提供することにしている。それゆえ、ハーベス
タからの要求にしたがって AKF から JuNii 形式
あるいは DC 形式への変換を行う必要がある。こ
れらの変換は XSLT（XSL Transformations）で規
定している。実際の変換は、ハーベスタから要求
のあった都度行われるため、JuNii などのメタデ
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表２　必須要素一覧



ータ構造に変更があった場合も、XSLT 定義を変
更するだけで対応可能である。

５．メタデータの収穫
AKF サーバは、OAI-PMH に準拠したハーベス

タ機能とリポジトリ機能を有する。ハーベスタ機
能は、学内のサーバからメタデータを収集する機
能であり、リポジトリ機能は、学外のサーバから
の収穫要求に対応する機能である。

このようにメタデータの収集・提供を標準的な
プロトコルを使用して行うことによって、今後の
収集範囲及び提供範囲の拡大に対応できるように
なる。

現在、AKF は上述の４つのサービスの情報資
源に関するメタデータを蓄積し、検索可能として
いる。そのなかで、OAI-PMH に基づいてメタデ
ータを自動収集している学内サーバは、「名古屋
大学学術機関リポジトリ」と「エココレクション」
である。プラムについては、当面プラムの更新頻
度が低いため、更新終了後に AKF のメタデータ
も一括して更新することにしている。「名大の授
業」については、まだ登録件数が少ないため、メ
タデータは別途作成した。

5. 1 セット及びセット階層
OAI-PMH ではメタデータレコードをグループ

化し、それにセット名を付けて、ハーベスタから
の選択的収穫に対応することができる。AKF で
は、以下の点を考慮してセットを設定している。
すなわち、メタデータをどのサーバあるいはデー
タベースからハーベストしたかということを確認
することできること、特定グループのメタデータ
だけを収穫したいという要求に対応することがで
きること、である。前者の例としては、ir や
plum があり、後者の例は、etds である。現在、
AKF が設定しているセットを表３に示す。

エココレクションのセットは、階層構造になっ
ている。eco : takagi と指定すれば、エココレクシ
ョンの中の高木家文書に関連したメタデータレコ
ードの集合が指定できるし、eco と指定すれば、
高木家文書と伊藤圭介文庫の両方に関連したメタ
データレコードの集合を指定できることは、
OAI-PMH のプロトコル仕様のとおりである。

5. 2 名古屋大学学術機関リポジトリ（NAGOYA
Repository）からのメタデータ収穫

NAGOYA Repository９）は、名古屋大学の研究
者の研究成果を蓄積・保存して、学内外に情報発
信することを目的としており、現在は附属図書館
が運用している。主として学術雑誌や研究報告、
研究紀要に掲載された研究論文や本学の学位論
文、教材等永続的に蓄積・保存して提供する機能
をもつ。NAGOYA Repository のソフトウエアと
しては、マサチューセッツ工科大学で開発され、
オープンソースソフトウエアとして提供されてい
る DSpace を採用している。DSpace は、標準でリ
ポジトリ機能を持っており、メタデータ構造も
DC 形式が採用されている。したがって、DC 形
式をベースにしている AKF 形式には、殆どその
まま移行できる。

図２に NAGOYA Repository から収穫されたメ
タデータの例を示す。

NAGOYA Repository には、頻繁に情報資源が
追加されることから、収穫は毎日行っている。

5. 3 エココレクション
エココレクション10）は、名古屋大学附属図書

館等が保有する貴重資料等をデジタル化して公開
しているデータベースサービスで、現在、「高木
家文書デジタルライブラリー」と「伊藤圭介文庫」
のふたつのデータベースが提供されている。これ
らのデータベースのメタデータは、DC形式を基
本としているが、情報資源の特殊性から、独自の
メタデータ構造になっている。表４に例として高
木家文書メタデータから AKF 形式への変換テー
ブルを示す。
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表３　AKFのセット



5. 4 プラム（名大Web サイト資源検索）
プラム11）は、名古屋大学の組織や構成員が公

開している Web サイト情報資源のマルチアクセ
ス環境を提供するサービスで、情報連携基盤セン
ターが運用している。すなわち、学内のホームペ
ージの情報を網羅的に収集して、大学の Web サ
イトに適したカテゴリに自動分類しており、ディ
レクトリ検索やキーワード検索、研究者名からの
検索、アーカイブ検索が可能である。Web サイ
トの情報は、ロボットによってほぼ６ヶ月に１度
自動収集される。それを独自の技術によって大学
という学術機関に対応したカテゴリを設定し、情
報資源の自動振り分けを行っている。

AKF は、プラムのカテゴリの中で、研究成果、
研究者・研究組織情報及び広報資料のカテゴリに
含まれる情報資源のメタデータを収穫対象として
いる。

図３にプラムからのメタデータ収集の流れを示
す。プラムからメタデータを抽出して、一旦プラ

ムのメタデータデータベースを作成し、それを収
穫することで、AKF データベースに登録される
仕組みになっている。現在は、これらの処理をひ
とつのサーバで行っているが、将来、サーバの負
荷が高くなった場合は、機能を分散させることが
可能である。このような収集方法は、リポジトリ
機能をもっていない、更新頻度の低いサービスか
らメタデータを収集する場合のモデルと考えてい
る。

5. 5 名大の授業（OCW）
「名大の授業」（OCW）（以下、「名大OCW」と

いう。）12）は、MIT（Massachusetts Institute of
Technology）で始まった OpenCourseWare（OCW）
プロジェクトの名古屋大学版であり、名古屋大学
の授業で実際に使用されているシラバス、講義録、
試験問題等の教材をインターネットで公開し、広
く社会に情報発信している。上述したように、現
在名大 OCW から AKF にメタデータを移す処理
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図２　収穫されたメタデータ例



は行っていない。
OCW はメタデータ形式として、IEEE において

標準化の作業が行われているLOM（Learning
Object Metadata）13）を採用している。LOM の要素
は階層構造をもっているが、最上位にあたる基本
要素は次の９つである。すなわち、
・General（一般）
・Life Cycle（ライフサイクル）
・Meta-Metadata（メタ・メタデータ）
・Technical（技術関連）
・Educational（教育関連）

・Rights（権利）
・Relation（関係）
・Annotation（注釈）
・Classification（分類）14）

LOM には、例えば、Relation 要素のように DC
形式を採用している部分があり、DC 形式との要
素対応表（crosswalk）15）も例示されている。表５
は、それを AKF 形式に置き換えたものである。

OCW（LOM）形式から AKF 形式へメタデータ
の自動変換は次のステップの課題である。
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表４　高木家文書メタデータから AKF 形式への変換テーブル



６．メタデータ・リポジトリ
AKF は、OAI-PMH プロトコルにより、他の学

術機関からのメタデータ収穫要求に対応するリポ
ジトリ機能を持っている。当面は JuNii、OAIster
及び NDLTD からの収穫を念頭においている。収
穫対応のメタデータ構造としては、JuNii 形式と
DC 形式を用意している。つまり、ひとつのアイ
テムに対して、DC 形式と JuNii 形式のふたつの
メタデータレコードを提供できる。OAI-PMH プ
ロトコルでは、修飾子をもたない DC 形式のメタ
データは必須である。JuNii 形式は、NII のJuNii
からの収穫要求に対応するための形式であり、そ
の他へは基本的に DC 形式で対応する。表６にそ
れぞれの metadataPrefix（OAI-PMH 要求時に指定
するメタデータ形式）の例を示す。JuNii と
OAIster からは実際に収穫が行われている。

７．メタデータ検索機能
7. 1 メタデータへの検索システムへの反映

AKF が収穫してきたメタデータは、リポジト
リ機能に対応した RDB（Relational Database）に
蓄積される。しかし、AKF でメタデータを検索
できるようにするためには、さらに検索システム
へメタデータを移行する必要がある。AKF では、
メタデータ検索に全文検索エンジンを採用してい
る。

7. 2 検索対象
検索対象は、収集対象となっているデータベー

スのメタデータである。現在、「名古屋大学学術
機関リポジトリ」、「エココレクション」、「プラム」
及び「名大の授業」が対象となる。デフォルトは、
全てのデータベースが検索対象であるが、個々に
データベースを選択することもできる。

7. 3 検索機能
検索機能は、キーワード検索だけで、ブラウズ

機能はない。AKF 構想では、ディレクトリ型検
索システムも考えられていたが、それは実現して
いない。今後の課題である。

キーワード検索では、簡単検索と詳細検索が選
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図３　プラムからのメタデータ　データ収穫のながれ

表６　AKF のメタデータ形式



択できる。詳細検索では、タイトル、著者名、主
題、出版者、タイプの各項目からの検索も可能で
ある。
１）簡単検索

レコード全体から検索する場合は、簡単検索を
使う。入力した検索語は、漢字であれば部分一致、
英字であれば前方一致のトランケーションが適用
される。論理演算子としては、and（論理積）と

or（論理和）が使用できる。デフォルトは and で、
空白で検索語を区切れば、and が指定されたこと
になる。和は、検索語を"+"で連結する。

２）詳細検索
検索項目を指定して検索する場合は、詳細検索

を使用する。項目は、タイトル、著者名、主題、
出版者、タイプ、日付が選択できる。また、詳細
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表５　AKF 形式－OCW（LOM）形式要素対応表



検索では、完全一致、前方一致、部分一致が選択
できる。論理演算子は、and と or に加えて、not

（論理差）が指定できる。
詳細検索では、日付の範囲検索も可能である。

ただし、日付データが複数ある場合は、一番目の
値だけが検索の対象となる。

３）絞込み検索
検索結果に対して、さらに検索条件を追加する

機能をもつ。項目指定、トランケーション、論理
演算子が指定でき、詳細検索に準じた条件設定が
可能となっている。

7. 4 レコード表示
検索結果は、まず一覧リストで表示される。出

力順は、デフォルトがスコア順（メタデータに含
まれる検索語数）であるが、それ以外に「著者名」、

「日付」、「タイプ」で並べ替えをすることができ、
それぞれ昇順と降順が指定できる。なお、検索結

果のレコード件数が1,000件を超えた場合は、並
び替えはできない。その他、一度に表示するレコ
ード数を20、50、100のいずれかに変更する機能
ももっている。

一覧リスト表示のタイトル部分をクリックする
と詳細レコードが表示される。

7. 5 各サーバへのリンク
詳細レコード表示の「本文へのリンク」の

URL をクリックすると情報資源そのものが表示
される。情報資源は、通常メタデータの収穫対象
となったサーバに蓄積されているので、該当サー
バにアクセスして、情報資源を表示する。但し、
プラムについては、プラム自体がインデックスで
あるため、もとの Web サイトにアクセスするこ
とになる。但し、プラムは Web 資源のアーカイ
ブ機能をもっていることから、元の Web 資源が
なくなった場合は、プラムのアーカイブが情報資
源としてアクセスの対象となる。図４に検索から

図４　検索からリソースの表示のながれ
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表示の流れを示す。

7. 6 その他の機能
１）検索語の正規化

入力された検索語は、表７にしたがって、正規
化されて検索エンジンに渡される。基本的に全角
モードと半角モード、大文字と小文字の区別はな
い。論理演算子等の予約語を検索語として指定し
たい場合は、引用符で囲って入力する。

また、漢字統合インデックスを搭載しており、
漢字の新旧字体の正規化も行っている。

８．情報資源リンキング機能
8. 1 OpenURL

メタデータの自動交換（OAI-PMH）と並ぶ重
要な技術として、利用者の情報要求過程に配慮し
た（context sensitive）情報資源のリンキング機能
がある。この情報資源リンクにおいて重要な技術
が OpenURL である。OpenURL は、OAI-PMH と
同じく、Herbert Van de Sompel 氏によって提案さ
れた。この技術は、イスラエルの図書館システム
ベンダである ExLibris にライセンス供与され、
SFX という名で最初に製品化（実装）され、現
在では、SFX 以外に Serials Solutions の Article
Linker や Endeavor の LinkFinder+ 等の製品があ
る。

一方、OpenURL 対応のオープンソースソフト
ウエアも存在する。OhioLINK が公開している
OLinks16）、OCLC（Online Computer Library Center）

の OpenURL 1.017）、ブリュッセル自由大学図書館
の V-Link18）、他に OpenURL の機能を説明する目
的で作成されたUKOLN（UK Office for Library
Networking）の OpenResolver19），サイモン・フレー
ザー大学図書館が開発した GODOT20）等がある。

AKFの情報資源リンキング機能を検討するにあ
たっては、商用システムの導入、オープンソース
ソフトウエアの活用あるいは独自開発等のアプロ
ーチが考えられたが、以下の理由でオープンソー
スソフトウエアの導入を検討することにした。す
なわち、第一は、AKF 構想の理念のひとつであ
る成果のオープン化の実現である。リンキング機
能は、図書館の情報サービスにおいて今後とも重
要な機能となると考えることができる。そのシス
テムを容易に入手し、利用できるようになれば、
図書館サービスの高度化につながることは間違い
ないだろう。第二は、導入が比較的容易であるこ
と、第三はソフトウエアの改変が自由にできるこ
と等である。

どのソフトウエアをベースに作業をするかにつ
いては、① OpenURL1.0に対応していること、②
リゾルバーを個別に設置できること、③運用の実
績があること等を考慮して、OLinks を詳細調査
の対象とすることにした。

8. 2 OLinks の概要
OLinks は、オハイオ州の大学図書館、公共図

書館83館のコンソーシアムであるOhioLINK21）が
運用する OpenURL1.0 に対応した情報資源リンキ
ングサービスである。上述したように、オープン
ソースソフトウエアであり、GPL（General Public
License:一般公衆利用許諾契約書）に基づいて提
供 さ れ て い る 。 最 新 バ ー ジ ョ ン は 2 . 2で 、
SourceForge22）から入手できる。

8. 3 OLinks の特徴・機能・システム要件
１）OLinks の特徴

OLinks の特徴としては、以下の点があげられ
よう。

①大学単位だけでなく、コンソーシアムレベル
での利用にも対応している。

②オープンソースソフトウエアであるため、自
前で開発管理をすることができる。

③コンソーシアム対応の認証機能をもつ。
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表７　検索語の正規化
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④ OPAC や Google 等全文以外へのリダイレク
トが可能である。

一方、考慮点としては、
①自前での運用が必要である、
②ソフトウエアの配布体制があまり整っていな

い。提供されないソフトウエアもあり、ドキ
ュメントも少ない、

といった事項が挙げられる。

２）機能
OhioLINK のリゾルバーからは、以下の情報資

源、サービスへのリンクが可能である。

①電子ジャーナルや全文データベース
② OPAC
③書誌事項
④ Google検索
⑤資料の相互貸借（ILL）サービス
出発点となるデータベース（source）には、商

用データベースの他、PubMED や ERIC、Google
Scholar も含まれる。

３）システム要件
OLinks は、オープンソースソフトウエアであ

ることから、使用されるシステムも基本的には無
料で入手できるものである。インストール環境は
以下のとおりである。

①基本ソフトウエア：Linux（Redhat Enterprize
ES3.0）

②開発言語：PHP  5. 1. 2，一部 Perl
③データベース：MySQL   5. 0. 18
④ WWWサーバ：Apache  2. 2. 0
⑤文字コード：UTF-8

8. 4 AKF における実装
AKF のなかの情報資源のリンキング機能は、

次のふたつの機能を実現する必要があると考えら
れる。第一は、AKF からのアクセス情報資源を
拡大することである。AKF で検索した結果を出
発点として、出版社の電子ジャーナルや検索エン
ジンへ、探索の範囲を拡大する。この場合、AKF
は source データベース（探索の出発点となるデ
ータベース）と考えることができる。第二は、本
来のリゾルバー機能の実現である。

図５　OLinksのリゾルバによるリンク画面
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作業の第一段階としては、OLinks をインスト
ールして機能の検証を行う。同時に、OLinksのイ
ンストールマニュアルを作成し、OLinks に興味
をもつ他機関の参考に供することを考えている。

９．おわりに
AKF は、国立情報学研究所の最先端学術情報

基盤（Cyber Science Infrastructure: CSI）23）構築事
業の一環として実装が可能になった。この事業は、
３年間の継続事業とされており、AKF システム
の構築も１年目がはじまったばかりである。考え
てみれば、AKF 構想は、NAGOYA Repository や
プラム、エココレクションや名大の授業等名古屋
大学のデジタルコンテンツ構築の取り組み全体を
含むものである。そして、AKF システムは、こ
れらの取り組みに共通の枠組みを設定することに
よって、統合的な情報アクセス環境を提供するも
のと考えることができる。

したがって、AKF の有効性は、他のサービス
のそれと無縁ではない。このことを念頭において、
次年度以降の開発に取り組む必要がある。
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Abstract
It is said that "the impact factor" is a measure of the frequency with which the "average

article" of a journal has been cited in a particular year. The impact factor is calculated
based on the data of Science Citation Index ExpandedTM and Social Sciences Citation
Index®. The impact factor is one measure of citation analysis, now it affects selections of
journals and research evaluation.

However it was pointed out that the value of the impact factor in Journal Citation
Reports® was not consistent with the value calculated from Science Citation Index
ExpandedTM. We examined the data of "Solid State Physics: Advances in Research and
Applications" and the results showed that the impact factor consisted of correct citations
(40.6%), variations of citations (6.3%), misidentifications of citations (37.5%), citations
that were could not been found (12.5%), and citations that were unidentified (3.1%). It is
necessary to consider the impact factor holds variations, or so called "calculated risk".

報　　告
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１．はじめに
引用は、学術情報の流通に不可欠な行為である。

その理由は様々であるが、一般的には「背景とな
る文献を示す」「先行研究を批評する」などとい
った、学術論文としての必要性があればこそ、行
われるものである。しかし、中には「先駆者に敬
意を表する」などといった、必然性の低い引用も
行われるばかりではなく、｢既存の研究の誤りを
指摘する｣などといった、否定的な引用も行われ
る１）。いずれにせよ、引用されるということは、

その文献が何らかの理由で注目されており、影響
力を持っていると言える。したがって、より多く
引用された論文が多数掲載されている学術雑誌
は、善かれ悪しかれ、より強い影響力を持つもの
と考えられる。さらに、学術雑誌間の引用、被引
用関係を分析することにより学術情報の流れを明
らかにしようとする試みが古くからなされてき
た。

しかしながら、引用文献分析は膨大な基礎デー
タを必要とすることや、単純に被引用回数を計算



するだけでは、規模や出版年の異なる学術雑誌を
比較できない、などといった課題が残されていた。
その中で、Garfield が Impact Factor（インパクト
ファクター、以下、IF と略す）を考案し、引用
文献分析ツールである Journal Citation Reports®

（以下 JCR と略す）を創刊したのは1975年のこと
である。IF は、「ある学術雑誌に掲載された論文
の平均被引用回数」（詳細は後述する）を算出し
たものであり、学術雑誌の影響力を数値として示
すものとされている。

引用索引であるScience Citation Index®（現在の
Science Citation Index ExpandedTM、以下 SCIE と略
す）のデータを用いて作成された JCR は、画期
的な引用分析ツールであり、現在もその有用性を
保っている。考案者である Garfield 自身が指摘し
ているように、誤った使われ方ではあるが、研究
評価等にも広く利用されてきた２）。

その一方で、JCR とはどのようなデータベース
なのか、IF とは何を意味するのか、よく理解さ
れないままに、IF の数値がひとり歩きをしてい
るとも言われている。実際に、編集者が IF 値の
引き上げを目的とした措置を試みることがあり、
論文の執筆者としても、できるだけ IF 値の高い
雑誌へ投稿しようとする傾向のあることが知られ
ている。

筆者は、以前から IF の特性や適切な利用法に
ついて言及してきた３, ４）。その過程で、SCIE と
JCR の数値が一致しない事例があることに気づ
き、事例調査をもとに、データベースの提供者で
あるトムソンサイエンティフィックへ問い合わ
せ、回答を得た。本稿では、調査の対象とした、
物性物理学の学術雑誌である『Solid State Physics:
Advances in Research and Applications』における引
用のバリエーションが IF 値に及ぼした影響につ
いて、事例報告を行う。

２．IF 値の算出方法
まず、IF 値の算出方法を確認しておきたい。IF

は、「ある学術雑誌に掲載された論文の平均被引
用回数」であると先に述べたが、厳密には次のよ
うに算出される。「前年と前々年に掲載されたす
べての記事が当年に引用された回数を、前年と
前々年に掲載された原著論文とレビュー論文の数
で割った数値」。例えば、雑誌 X の2004年の IF
値の計算方法は、図１のとおりである。

このように記載すると、分子と分母では、対象
となる記事の種類が異なることがわかる。「すべ
ての記事の被引用数」を「原著論文とレビュー論
文の数」で割っていることから、IF の実像を理
解する上では、「論文の平均被引用回数」という
説明では十分とはいえない。これは、分子にあた
る「被引用数」を得る際に、論文単位ではなく雑
誌名による集計を行っており、記事の種別を区別
できないことに起因する。

しかしながら、過去２年間の被引用回数を論文
数で割るという手法をとることによって、掲載後
の経過年数や、論文数による雑誌の大きさ、とい
った問題が解決された。雑誌ごとの影響力を、あ
る程度平均化して算出することが可能となったの
である。

なお、JCR では Journal Immediacy Index という
指標も提供されているが、これは、IF が過去２
年分の論文に対する被引用数を扱うのに対して、
当年度分の論文に対する被引用数を扱うものであ
る。いわば、短期間のデータを扱う IF といえる。

このような IF の特性を踏まえて、実際的な問
題に言及したい。

３．引用のバリエーションがIF値に与える影響：
『Solid State Physics: Advances in Research
and Applications』の事例

JCR の IF 値と、SCIE から入手したデータを基
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図１　インパクトファクターの算出方法



に再計算した IF 値が必ずしも一致しないことは、
既に Moed５）が指摘している。JCR は SCIE のデ
ータを基に作成されているにもかかわらず、なぜ
不一致が生じるのだろうか。

SCIE では、特定の論文がどの論文から引用さ
れているのか、明示されている。ここでは、被引
用論文が確実に同定される引用のみを扱ってい
る。それに対して、JCR では論文単位ではなく雑
誌ごとにデータを集計することにより、被引用論
文が同定されないものも含んでいる。そのために、
SCIE から再計算した IF 値は、JCR と比較して低
いものとなる。

引用の作法は学術雑誌や出版社によって指定さ
れており、統一されているわけではない。誤って
引用されていたり、Reference 表記が異なってい
たりすることもある。誤った引用は「引用間違い」
であるが、同じ引用に対して複数の表現が存在す
る場合、必ずしも間違いとはいえず、「引用のバ
リエーション（Cited Reference Variations）」と呼
ばれる。頁数、巻号や著者名、論題を誤って表記
した場合や、略記が様々で同定し難い場合がこれ
に相当する注）。

学術雑誌には引用のバリエーションが多く見ら
れることから、IF 値に及ぼしている影響の程度
を知るために、検証を行った。検証の方法は、
SCIE で特定の学術雑誌に掲載された論文をすべ
て検索し、それらの被引用数およびその内訳を調
査し、JCR から得たデータと比較することとした。

対象とした学術雑誌は、物性物理学分野のレビ
ュー誌『Solid State Physics: Advances in Research
and Applications』（以下、SSP と略す）である。
SSP を選択した理由は、物性物理学の分野で一定
の評価を受けていること、年間に掲載される論文
数が少数であるため検証が比較的容易であるこ
と、IF 値が高い（JCR2004 Science edition によ
ると16.000）こと、である。調査は2005年９月か
ら11月に行われ、その時点では最新であった2004

年版の JCR を対象とした。

3. 1 JCR と SCIE における数値の比較（1998-
2004）

引用のバリエーションについて調査を行う前
に、1998-2004年に SSP に掲載された論文につい
て、JCR と SCIE における論文数、引用文献数、

被引用数、Journal Immediacy Index、IF 値を調査
し、その数値を比較した。この数値が一致した場
合は、引用のバリエーションによる齟齬は生じて
いないと判断される。一致しない場合は、その差
分だけ、引用のバリエーションその他の理由によ
る食い違いが生じていると推測される。

この期間に掲載された記事は、25本である。そ
のうち24本はドキュメントタイプ“Review”とし
て、SCIE に収録されている。残りの１本は、
1999年（vol.53）に掲載された「1955-1999年の索
引」であり、論文ではない。SCIE には収録され
ておらず、被引用文献のデータベースである
Cited reference search で検索してもヒットしなか
った。

表１は、SCIE を検索して、個々の論文の被引
用回数を調べた結果であり、これをもとにして表
３を作成した。また、JCR 2000から2004までをも
とに、表２を作成した。

表２と表３を比較すると、論文数はすべて一致
しているが、2002年の引用文献数と、2000-2004
年の被引用回数が一致していないことがわかる。
また、JCR の IF 値は、SCIE から再計算した IF
値よりも全体的に高い数値を示している。これは、
JCRでは、SCIE に反映されない引用のバリエー
ションも含まれていることによる。

例えば、JCR 2003の Journal Immediacy Index で
は、2003年の論文数の欄が空白であるにもかかわ
らず、被引用数は２とされている。これは、SSP
の論文を引用する際に、発行年を誤って2003年と
記載した論文があり、それを被引用回数のうちに
数えたことによると考えられる。実際には、SSP
は2003年に出版されていないので、論文数が空欄
であるのは正しい。また、表２と表３において、
2002年以外の引用文献数が一致するため、チェッ
クした論文は JCR と同様の論文であると考えら
れる。

3. 2 引用のバリエーションによる影響
前項では、SCIE で検索した結果と JCR の数値

とが一致しなかったと述べた。では、一致しない
部分には、何が含まれているのだろうか。JCR
2004、すなわち2004年の IF 値について、詳しく
調査した。

2004年の IF 値について検証するためには、
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2002-2003年に SSP に掲載された論文が2004年に
どのように引用されたのかを調べる必要がある。
JCR 2004において SSP を検索し、被引用文献の
調査ツールである Cited Journal を用いて、「2002-
2003年に発行された SSP に掲載された論文」を
引用した論文を検索した。ただし2003年には SSP
が発行されなかったため、実質的には2002年に掲
載された次にあげる２本のレビュー論文が調査の
対象である。

(1) Vekilov,PG., Chernov,AA. The physics of protein
crystallization. Solid State Physics: Advances in
Research and Applications. vol.57, 2002, p.1-147.
(2) Runge,E. Excitons in semiconductor nanostructures.
Solid State Physics: Advances in Research and

Applications. vol.57, 2002, p.149-305.

これらの論文を引用した論文のうち、SCIE で
確認された引用（バリエーションではないことが
確実な引用）を除くと、バリエーションとして調
査する対象が得られた（表４）。なお、19件のう
ち１件は ALL OTHERS に含まれており雑誌が特
定できず、詳細を確認できなかったため、調査す
るべき対象は18件とした。

この18件の調査対象について、SSP を引用した
論文の References が実際、どのように記載されて
いるのか、調べた。これにより、バリエーション
ではなく、別の資料と推測される引用が12件、含
まれていることがわかった。
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表２　Journal Citation Reports® による『Solid State Physics: Advances in Research and
Applications』のインパクトファクター値：2000-2004年

表３　Science Citation Index ExpandedTMから集計した『Solid State Physics: Advances in
Research and Applications』のインパクトファクター値：2000-2004年



表７は、表５、表６から、SSP に掲載された２
点の論文について、項目別に集計したものである。
これにより、SCIE で確認された被引用数は13回
であり、バリエーションと考えられるものを含め
ると15回である。その場合の IF は7.5である。詳
細が不明な５回を含めても20回、IF は10.0と、
JCR 2004の16.0よりも低い数値を示す。

また、特に別の資料と考えられるものの内訳を
表８としてまとめた。

JCR 2004において、SSP の IF 値は16.0である。
しかし、SCIE で確認された被引用回数に限ると
IF 値は6.5であり、引用のバリエーションを含め
ても7.5である。詳細が確認できなかった被引用
回数を追加しても10.0である。この差がどれくら
い大きいかというと、JCR 2004 Science ed. におい

て、IF 値16.0ならば39位、10.0ならば94位、7.5な
らば155位、6.5ならば188位である。ただし、JCR
2004 Science ed. の収録対象誌は5,969誌であるこ
とから、いずれにせよ上位であることに変わりは
ない。

3. 3 トムソンサイエンティフィックへの質問と
回答

今日では、JCR で提供されるデータ、特に IF
値は、購入雑誌の選定や研究評価等に影響を及ぼ
している。このことからも、事情をよりよく理解
するためには提供者の意向を知ることが必要であ
ると考え、引用のバリエーションによる影響につ
いて、トムソンサイエンティフィックのトレーニ
ング＆テクニカルサポートへ問い合わせた。質問
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表４　『Solid State Physics: Advances in Research and Applications』の被引用回数：
Journal Citation Reports®とScience Citation Index ExpandedTMの比較
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の内容は、引用のバリエーションが JCR で提供
されている数値に影響を与えていることに関する
トムソンサイエンティフィックの見解を確認する
ものであった。2005年９月に最初の電子メールを
送信し、その後、数回に渡る質疑応答が展開され
た。

質問と回答を要約して次に示す。一部は返信さ
れた回答をそのまま引き写し、残りは筆者が補記
したものである。

質問：
・本件のように引用間違い等が含まれている事例

について、ご意見を伺いたい。また、JCR の修
正が行われる可能性はあるのか。

回答：
・JCR のデータ作成のために抽出される引用情報

は、タイトル20文字までと出版年に限定されて
いる。大量のデータをある程度効率的に処理す
るためにこのような方法をとっており、同じタ
イトルの別の出版物があった場合、引用を区別

することができない。
・このことに起因する引用データの齟齬について

は、修正を行わない。引用データの抽出は製品
の仕様に基づいて得られた結果であり、現行の
JCR の編集方法では、どうしても避けることが
できないものであるため。

・SCIE のデータは、基本的に著者がその
Reference 欄に記載した情報に基づいており、
著者からの訂正依頼があればデータベースを修
正する。

確かに、JCR は膨大なデータを処理して作成さ
れるものであり、引用のバリエーションを完全に
除去することは困難であろう。これらの問題は、
JCR の特性ともいうべきものであり、引用文献分
析ツールとしての JCR の有用性を損なうもので
はない。

４．まとめ
本稿において、物性物理学分野のレビュー誌で
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表８　別の資料と考えられるものの内訳

表７ 『Solid State Physics: Advances in Research and Applications』に掲載された論文
（2002-2003）の2004年の被引用回数とその内訳
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ある SSP を事例として、引用のバリエーション
が IF に与える影響について示した。

IF の算出には膨大なデータが必要とされるこ
とから、引用の内容を確認して検証することは、
困難である。今回、検証を行った SSP は、2002-
2003年の論文数が２件であるが、これは例外的に
論文数の少ない学術雑誌である。比較のために、
2002年、2003年に同じ物理学分野の学術雑誌であ
る『Physical Review B』と、総合科学誌である

『Nature』に掲載された Articles（原著論文）およ
び Reviews（レビュー論文）の件数を表９に示し
た。

IF を算出するには、２年分のすべての記事の
被引用状況を調査する必要があることから、論文
数が数百、数千を数える学術雑誌では、かなりの
時間と労力を費やさねば検証することができず、
現実的とは言い難い。このことからも、IF 値に
含まれている引用間違いやバリエーションを完全
に取り除くことの難しさに思い至るだろう。

一方で、引用文献分析ツールとしての SCIE や
JCR は有用なものである。引用間違いや引用のバ
リエーションといった、除去することの困難であ
る、いわば「計算済みのリスク」が計上されてい
ることを理解した上での活用が期待される。

謝辞

複数回に渡る質問に対して、常に丁寧なご回答をいただ
きました、トムソンサイエンティフィックトレーニング＆
テクニカルサポートの各位に篤くお礼を申し上げます。

注

引用文献リストの正確さについては、様々なデータ
が存在する。

医学系の学術雑誌に関しては、山崎がレビューを行
っている。誤りが含まれている割合は雑誌によって
様々であることが指摘されており、8%と少ないものか
ら、46%に達する事例も紹介されている６）。

また、主に物理学分野における学術雑誌の事例とし
ては、“５ないし10%には誤りがある”７）との指摘もあ
る。
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名古屋大学附属図書館所蔵の

ジュネーヴ版『百科全書』の鑑定について

The Geneva Edition of Encyclopédie Held
by Nagoya University Library

名古屋大学附属図書館研究開発室
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Abstract
Nagoya University Library (NUL) owns 2 full sets of Encyclopédie, which are

classified as rare books. The publication of Paris edition began in 1751, followed by the
supplements, plates and index. It was one of the bestsellers in Europe during the 18th
century, and there are several editions in folio, quarto and octavo.
The Encyclopédie in folio held by NUL was not identified as the Paris edition, but as its

counterfeit, the Geneva edition. We had not distinguished them until the 1950s, since we
did not see any difference between the Paris and the Geneva edition. Besides, the
existence of differences among Geneva editions made the situation more complicated. We
found that the 2 Geneva editions of NUL were not very much the same as either the
'Berkeley Set' or the 'Riverside Set', and they were not exactly the same.

報　　告
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１．購入の経緯
名古屋大学附属図書館（以下、当館と略記する）
貴重図書室は現在、『百科全書』ENCYCLOPÉDIE,
OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ DES SCIENCES,
DES ARTS ET DES MÉTIERS を補遺、図版集、
索引も含めた完全なセットとして全35冊、これを
２セット所蔵している。購入の経緯について「図
書原簿１）」の記録には、1961年３月23日に当大学
の文学部哲学科が紀伊国屋書店から購入し、1997

年１月に当館に供用換えされたとある。もう１セ
ットは、1967年２月４日に当館がオランダのネイ
ホフ Nijhoff から購入したと記録にある。本稿で
は仮に、前者を NUL Set 1、後者を NUL Set 2 と

して区別する。
鑑定の結果２）、２セットともいわゆるパリ・オ

リジナル版でなく、後に出版されたジュネーヴ版
であることが判明した。ジュネーヴ版とは、『百
科全書』の中心的出版業者であるル・ブルトン
Le Breton３）が後に出版権をパンクックPanckoucke
に売却し、これに基づいて出版された異本である。
同版は、フランス国内外を合わせて2000部の予約
購読が確認されており、パリ版の4050部に対して
数の点では希少である。以下では『百科全書』を
概説し、当館所蔵の『百科全書』の鑑定結果につ
いて報告したい。



２．複数の『百科全書』
『百科全書』を出版する企画は、1728年にロン

ドンで出版された E.チェンバーズChambers 編
『サイクロペディア』CYCLOPÆDIA: OR, AN
UNIVERSAL DICTIONARY OF ARTS and
SCIENCES（全２巻）の仏訳事業として、1745年
に始まった４）。この企画は単なる翻訳の域を超え
て、増補改訂フランス語版へと発展し、①パリ版
『百科全書』の本文は全17巻（1751－1765）、②
『図版集』RECUEIL DE PLANCHES, SUR LES
SCIENCES, LES ARTS LIBERAUX, ET LES ART
MÉCHANIQUES, AVEC LEUR EXPLICATIONは
全11巻（1762－1772）出版された。このほか、③
『百科全書補遺』SUPPLÉMENT A` L'ENCYCLOPÉDIE,
OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ DES SCIENCES,
DES ARTS ET DES MÉTIERS（全４巻、1776－
1777）、④『図版集補遺』SUITE DU RECUEIL
DE PLANCHES, SUR LES SCIENCES, LES ARTS
LIBÉRAUX, ET LES ARTS MÉCHANIQUES,
AVEC LEUR EXPLICATION（1777）、⑤『索引』
TABLE ANALYTIQUE ET RAISONNÉE DES
MATIERES CONTENUES DANS LES XXXIII
VOLUMES IN-FOLIO DU DICTIONNAIRE DES

SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS, ET
DANS SON SUPPLÉMENT（全２巻、1780）が出
版されており、これらを合計すると全35冊にのぼ
る。
『百科全書』は18世紀のベスト・セラーともい

える売れ行きで、現在のそれと同じように版を重
ね、小型の廉価版も出回った。現時点で確認され
ているのは、２つ折り判 folio が４種、４つ折り
判 quarto が３種５）、８つ折り判 octavo が１種の
合計８種である。イタリアで出版されたルッカ版、
リヴォルノ版も含め、これらの異本はすべてフラ
ンス語のまま各国で復刻されたものである。
当館も所蔵するジュネーヴ版『百科全書』の本

文17巻は1771－1774年、図版集11巻は1770－1776

年に出版された。現在では、R.N. シュワッブら
によって作成されたパリ版の目録７）を使用した
鑑定作業が可能になったものの、出版情報（発行
年、発行地）をパリ・オリジナル版と偽って作ら
れた、パリ版そっくりのジュネーヴ版をそれとし
て認識することは容易でなかった８）。実際、1950

年代 G.B. ワッツによってその存在が指摘される
まで、ジュネーヴ版は研究者たちにも知られてお
らず、世界じゅうのジュネーヴ版はすべてパリ版
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Fig.１　『百科全書』の異本比較６）



として扱われてきた。
現在、『百科全書』の本文17巻は、標題紙の特

徴によって、パリ版とジュネーヴ版の判別が可能
である９）。ジュネーヴ版の1－7巻では、標題紙の
上部３分の１あたり、題字に続いてPAR UNE
SOCIETÉ DE GENS DE LETTRES. となっており、
SOCIÉTÉ のはじめの E にあるべきアクサン・テ
ギュが欠落している。また、それに続いて Mis en

ordre & publié par M. DIDEROT, de l' Académie
Royale des Sciences & des Belles-Lettres de Prusse; &
quant à la PARTIE MATHEMATIQUE, par M.
D'ALEMBERT, de l' Académie Royale des Sciences
de Paris, de celle de Prusse, & de la Société Royale de
Lontres.（下線は引用者による）となっており、
MATHÉMATIQUEのはじめの E にあるべきアク
サン・テギュも欠落している10）。
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Pic.１　『百科全書』第１巻の標題紙（パリ版） 全体
Richard N. Schwab, Walter E. Rex and J. Lough "Inventory of Diderot's Encyclopédie II,"
Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, vol. 83 (1971).

Pic.２　『百科全書』第１巻の標題紙（パリ版）
Encyclopédie, ou, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres
(Paris and Neufschastel, 1751-1765; reprint, compact ed., New York: Pergamon Press, 1986), vol. 1.

Pic.３　『百科全書』第１巻の標題紙（ジュネーヴ版）
名古屋大学附属図書館所蔵



『百科全書』は1759年、国王の特認状が取り消
されて表向きには出版が禁止されたため、それ以
降の８－17巻は匿名での出版に切り替えられた。
このため８巻以降では題字に続いて、PAR UNE
SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES. MIS EN
ORDRE ET PUBLIÉ PAR Mr. ***. と記されており、
このときの匿名を表すアステリスクがパリ版では
６つ角であるのに対し、ジュネーヴ版では５つ角
である。
以上、SOCIÉTÉとMATHÉMATIQUEのアクサ

ン・テギュの欠落、アステリスクの形という３点
の指標により、パリ・オリジナル版と同一の外観
を装ったジュネーヴ版は、標題紙によって判別が
可能ということになる。これらの指標、およびよ
り詳細な対照項目11）と照合した結果、当館所蔵
の『百科全書』本文17巻は NUL Set 1, Set 2 とも
ジュネーヴ版であることが確認された。
図版集については12）、パリ版とジュネーヴ版双

方とも、「図版解説」explications の表ページrecto
の右下方に「折り記号」signature designationを持
つ点では同じである。だが、表ページの左下方に
ある「製本指示記号13）」binders' instructionに関し
て、パリ版では１－３巻まで確認できるものの、
それ以降の巻には見当たらない。一方、ジュネー
ヴ版では「製本指示記号」が全巻にわたって付さ
れ、とりわけ２巻以降では、順序を表す数字の使
用されている点でパリ版と異なる。したがって２
巻以降は、「製本指示記号」の形態によって、パ
リ版とジュネーヴ版の判別が可能である。
第１巻に関して、ジュネーヴ版では、すべての

図版にベナールBénardのサインがあるが、同様の
サインはパリ版には存在しない点で、両者を判別
することができる。これらの指標、およびより詳
細な対照項目14）と照合した結果、NUL Set 1, Set 2
の図版集とも、ジュネーヴ版であることが確認さ
れた。

－ 48－

Pic.４　『百科全書』第８巻の標題紙（パリ版）
Encyclopédie, ou, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres
(Paris and Neufschastel, 1751-1765; reprint, compact ed., New York: Pergamon Press, 1986), vol. 2.

Pic.５　『百科全書』第８巻の標題紙（ジュネーヴ版）
名古屋大学附属図書館所蔵

Pic.６　『百科全書』図版集第2巻 "BLASON OU ART HERALDIQUE"（紋章）より
「折り記号」（A）と「製本指示記号」（6. Blason）

名古屋大学附属図書館所蔵



３．複数のジュネーヴ版
『百科全書』の本文17巻に関し、パリ・オリジ

ナル版とジュネーヴ版の判別は可能である。しか
し異本問題の抱える複雑さは、これにとどまらな
い。というのは、わずかな異同によって区別され
る、複数のパリ版および複数のジュネーヴ版が存
在するためである。パリ版に関しては第３フォリ
オ版までの３種、ジュネーヴ版に関しても、カリ
フォルニア大学バークリーUniversity of California,
Berkeley 図書館所蔵の「バークリー・セット15）」
のほかに、同大学リヴァーサイドRiverside図書館
所蔵の「リヴァーサイド・セット16）」の存在が知
られている。
少なくとも当館所蔵の NUL Set 1, Set 2に、「リ
ヴァーサイド・セット」は含まれていないことを
確認している17）。それでは当館の『百科全書』が、
シュワッブらの調査したジュネーヴ版「バークリ
ー・セット」と完全に同じかというと、これを証
明するのもそう容易ではない。手順としてまず、
シュワッブらがパリ版に関して作成したのと同様
な、ジュネーヴ版の完全な目録が必要であり、さ
らにこれとの照合を経なければならない。しかし
現在に至るまで、ジュネーヴ版についてはその鑑
定指標や対照項目が明らかにされているものの、
目録は公表されていないのである。
シュワッブらがパリ版の目録を作成、発表して

から30年以上も経った現在でもジュネーヴ版のそ
れが存在しない理由のひとつに、『百科全書』の
容量の問題が考えられる。『百科全書』の本文17

巻は、各巻がおよそ1000ページ前後で、合計する
と16,142ページにもなる。事項数は各巻でかなり
のばらつきがあり、少ない巻で2000強、多い巻で
6000強あり、17巻を合計すると71,810にものぼる。
この容量を考慮すると、『百科全書』の目録を作
成することは気の遠くなるような作業に違いな
い。
ジュネーヴ版の目録が未だ作成されていない理

由は、ほかにも考えられる。それはさきの理由と
比べてより内在的な要因である。『百科全書』は
18世紀における最も偉大で重要な書物のひとつで
あり、研究者たちにとって魅力の尽きない対象で
ある。その証拠に、『百科全書』は今もなお、
様々な方面からのアプローチを可能にし続けてい
る。たとえばデジタル化18）、図像研究、クロスレ

ファレンスの追跡と解釈、執筆者の同定、出版と
普及事情の解明など限りなくあり、それらはジュ
ネーヴ版の目録作成に先行せざるをえないのかも
しれない。『百科全書』は容量にして膨大な書物
であり、くわえてその魅力は200年以上経った現
在でも、尽きるどころか湧きだして止まらない。
その結果、これと真剣に向き合おうとする研究者
に対し、喜びと同量の苦悩を与えてやまない書物
であるといえる。
ジュネーヴ版の目録が現存しないため、当館所

蔵の NUL Set 1, Set 2 をジュネーヴ版「バークリ
ー･セット」と完全に同一であると証明すること
は困難であるが、手始めに「ページ付け」
pagination の照合は可能であった。「ページ付け」
について、「バークリー・セット」と完全に一致す
るのは、NUL Set 1, Set 2 とも17巻中11巻にとど
まり、全巻は一致しなかった。なお、NUL Set 1,
Set 2 の一致・相違の仕方には若干の相違が見ら
れ、両者は完全に同一ではないことも証明された。
以上、当館所蔵の『百科全書』本文と図版集と

もにジュネーヴ版と同定したうえで、本文17巻に
関して、1）「リヴァーサイド・セット」は含まれ
ていない点、2）「ページ付け」では「バークリ
ー・セット」と完全に一致しなかった点、3）
NUL Set 1, Set 2 は完全なる同一物ではない点を
確認した。
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Fig.２　『百科全書』パリ版
各巻のページ数と事項数



最後に、「ページ付けの誤り」misnumberingに
関しては、それの有無を比較し、誤りのないほう

が訂正済みで後に印刷された可能性が高いが、こ
れを断定するにはさらなる調査が必要であろう。
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Fig.３　Pagination
表記に関して、当館所蔵の『百科全書』が「バークリー・セット」と完全に一致する場合には、exactly the same.とした。
当該部分のみ一致する場合は、-で表し、一致しない部分についてはその違いを記した。
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15）シュワッブらが詳細な調査を行ったのは、おもにこの
「バークリー・セット」である。

16）『百科全書』の本文全17巻のうち１－７巻が、ジュネ
ーヴ版「バークリー･セット」と異なっている。

17）「リヴァーサイド・セット」を判別する対照項目につ
いては、Richard N. Schwab et al "Inventory of Diderot's
Encyclopédie I," pp. 95-100を参照した。

18）デジタル化された『百科全書』には、シカゴ大学のプ
ロジェクトによるARTFL版（ウェブサイト）と、フラ
ンスのルドン社によるRedon版（CD-ROMとDVD）があ
る。鷲見洋一によれば、専門研究者をターゲットにし
た前者は、おもに図書館・研究機関からアクセスが可
能な有料サイトであり、初期では誤りが多かった。普
及版を標榜した後者にも同様の欠陥があり、スキャナ
ーによるテクストの誤認識が少なくない。
これらは、『百科全書』の知的仕掛けのひとつである

クロスレファレンスをたどる際などには、デジタル・
データの強みを発揮するものの、デジタル化の対象か
ら外れたアナログ・テクストの扱いが最大の難点であ
るといわれている。たとえばデジタル化された『百科
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全書』では、扉絵を含む画像データ、非アルファベッ
ト文字は排除され、数式や表にも弱く、脚注への考慮
もなされていない。こうした状況を鷲見は「「電子テク
スト」と「アナログ書物」はまったく別な存在なので
ある」と指摘している。鷲見洋一「寺田元一『「編集知」
の世紀－一八世紀フランスにおける「市民的公共圏」
と『百科全書』』」（書評）『日本18世紀学会年報』第20

号（2005）、82－83ページ。デジタル化された『百科全
書』の欠陥については、鷲見洋一「『百科全書』研究の

現在：回顧と展望」『藝文研究』第89号（2005）、284－
285ページでも言及されている。
以上の状況をふまえ、現在、「慶應義塾大学デジタル

メディア・コンテンツ統合研究機構」The Research
Institute for Digital Media and Content, DMC では、鷲見洋
一、逸見龍生を中心としたプロジェクト「ポスト百科
全書主義」が『百科全書』本文のデジタル化に取り組
んでいる。
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木曽三川流域における歴史情報資源調査（2005年）

A research report of historical information resource

about the Kiso 3 rivers basin in 2005

名古屋大学附属図書館研究開発室
Nagoya University Library Studies

秋山晶則
AKIYAMA, Masanori

Abstract
The Nagoya University Library had been possessed of "the Takagi family documents"

from 1949. The Takagi family was "Hatamoto" with the title of "Kohtai Yoriai" in the Edo
period. The documents were well known as the so-called treasury of the Kiso 3 rivers
improvement historical records. We have been investigating the historical information
resource about the Kiso 3 rivers basin. Here we report the summary of our results in 2005.

報　　告
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１．はじめに
名古屋大学附属図書館が所蔵する高木家文書

（西高木家伝来、10万点超）は、関ヶ原合戦直後
の慶長６年（1601）に美濃国石津郡時・多良両郷
（現大垣市上石津町域）へ領地を宛行われて以降、
版籍奉還まで270年近く同地を支配し続けた旗本
交代寄合の西高木家旧蔵文書群である。同家は、
分家の東・北高木家とともに交代寄合美濃衆とし
て大名並の格式を付与され、江戸時代を通じて普
請奉行・普請見廻役など、木曽三川流域の「川通
御用」の役儀を務めた。また、維新後も同地に居
住し、学区取締や郡長・衆議院議員などの公職を
歴任している。
文書群の内容にもこうした履歴が反映してお

り、木曽三川流域の治水、領地支配、家政、維新
関係などに特徴的な史料を多く含み、その総点数
は10万点をゆうに超えるものと推定される。旗本
文書が幕府瓦解により散逸してしまったなかで、

他に例をみない、傑出した規模と内容を有するも
のとして、全国的にも注目を集めている文書群で
ある。
近年では、こうした貴重な資源をベースとして、
地域で新たに見つかった高木家分家である北高木
家に関る文書（約4 ,500点）や、東高木家文書
（約5,000点）をはじめとする流域の関連情報、学
内で生産される学術情報などを統合することで、
よりいっそうの研究展開や高度な活用が期待でき
るようになってきた。
そこで附属図書館研究開発室では、この間、地

域貢献特別支援事業費（名古屋大学）の措置をう
け、学内における関連分野の教員に協力を要請し、
関係自治体とも連携をとりながら、新発見史料を
含む関連データの整理・研究・デジタル化を進
め、地域における文化財保存と、その高度な活用
の支援に取り組んでいる。
さらに今後、電子図書館機能を発展させたコラ



ボレーションシステム開発により、自然と人間の
関係史を中心とする生涯教育、総合的学習等への
コンテンツ提供を行うとともに、相互作用的な情
報循環系を用いた地域社会像の探求を通して、地
域研究そのものの活性化を図る計画である。
以下では、2005年度、地域貢献特別支援事業の

一環として取り組んだ木曽三川流域における歴史
情報資源調査を中心に、その成果と課題について
報告する。

２．調査・研究
事業の中心となったのは、歴史情報資源の調

査・研究活動である。当該流域に関する歴史情報
を、地域及び大学で共有・活用していく環境をさ
らに充実させるため、自治体と連携して、新発見
の北高木家文書をはじめ、東高木家文書等、地域
の特色ある歴史情報資源の調査・研究・デジタル
化を実施した。
また、この事業を通じて、日比達男氏（養老町）
から名古屋大学に対し、高木家文書と密接なつな
がりのある日比家文書約5,000点が寄贈された。
今後の整理・研究のなかで、地域社会の動向解明
にもつながる成果が期待されている。
次に、今年度行った調査・研究活動の具体的な

対象とその内容を摘記する。

①日比家文書　約5,000点（2005年度寄贈分）
旧養老郡沢田村（現岐阜県養老町沢田）の庄屋

や養老村長を務めた豪農日比家に伝来した文書群
である。近世・近代を通じた地域社会の実態解明
に好適な史料が多数含まれている。特に、当該地
域は、揖斐川支流の牧田川に隣接し、頻繁に洪水
や土石流災害に見舞われたことから、木曽三川流
域治水を管掌した高木家（多良役所）と密接な関
係にあり、附属図書館所蔵高木家文書とも、内容
上、深い関連を有していることが確認された。ま
た、日比家は、幕府領組合村惣代を務め、治水事
業実施にあたって地域代表にもなっていることか
ら、支配側の高木家文書からは窺えない、地域社
会の動向解明にも資する史料として、今後の整
理・研究による成果が期待される。
なお、概要調査の結果、現段階で把握できた文

書群の特徴は以下の通りである。
１）領主関係では、寛永期（1630年）以後の年

貢免定がまとまって伝来しており、また幕
領組合村関係史料など、貴重な情報が含ま
れている。

２）牧田川普請や断層谷の砂防工事など、災害
と地域の関係がリアルに記録されており、
高木家関連でも、村・百姓側からみた治水
のあり方が窺える。

３）村政や神社運営、格式をめぐる争いなど、
村内の葛藤を示す史料が豊富。

４）用水や山林をめぐる他村との争論事例がま
とまって残されており、地域の関係性につ
いて検証が可能である。

５）美濃と近江を結ぶ九里半廻し（伊勢街道）
に位置することから、物流や助郷関係にも
詳しい。また、幕末における揖斐川と琵琶
湖を結ぶ運河計画について、従来知られて
いない、地域の具体的な動きを示す史料も
含まれている。

６）近代移行期の村の状況を細かに示す史料も
豊富である。

②西高木家文書（附属図書館所蔵・継続分）
今年度は、近世・近代の一括文書およそ2,400

点の整理を行い、メタデータを作成した。また、
法制史や地図分析など、これまで手薄な分野の研
究にも着手した。特に自然災害史研究では、技術
史的にも注目される羽根谷（岐阜県海津市）にお
ける安政期の大規模な谷替普請絵図などを確認
し、西・東・北高木家のデータを活用して時系列
的な分析を行ったほか、Web上でもCGを用いて
動的に閲覧できる環境を実現し、公開した。

③西高木家文書（大垣市・個人蔵） 95点
上石津町から紹介をうけて調査を行い、山論や

高木家借財関連のほか、寺社建立に関する興味深
い史料を確認した。後掲の仮目録参照。

④西高木家文書（上石津町教育委員会所蔵）
約2,000点
附属図書館所蔵高木家文書と一体のもので、昨

年度、福長氏（岐阜市）から上石津町へ寄贈され
た。現在、借用して整理を進めており、その成果
の一部は、リニューアルオープンした上石津町郷
土資料館での展示に活用されている。
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⑤北高木家関係文書（岐阜県内・個人蔵）
全4,500点の悉皆調査が終了し、内容分析を進

めながら基本目録を整備した。今後広く公開され
ることで、さまざまな活用が期待される。

⑥立木家文書（東京都・個人蔵） 112点
北高木家の旧臣立木（ついぎ）家に伝来したも

ので、山をめぐる争い（山論）に関するまとまっ
た文書群。次回報告予定。

⑦東高木家文書（海津市・森川勝之助氏所蔵）
約5,000点の治水文書の仮整理・撮影を終了し、

内容分析を進めながら、基本目録の整備が進行中
である。宝暦治水が木曽川左岸の尾張地域に与え
た深刻な被害を訴える願書など、美濃側のみなら
ず、尾張地域の動向を示す興味深い史料を確認し
た（『愛知県史　資料編16』掲載）。

⑧徳川林政史研究所所蔵文書
同所には、かつて名古屋市蓬左文庫所蔵分と一

体であった東高木家文書があり、概要調査・撮影
を行った。史料点数は、仮目録上では百点にも満
たないものの、実際には長帳の形態に合綴された
ものなどがあり、相当数に達するものと思われる
（正確な文書点数は確認中）。
また、内容的には、高木家文書目録を基準とし

た場合、治水を除くほぼ全領域にわたっており、
上記点数も勘案すれば、ある事情で抽出されたも
のである可能性が高い。参考のため、高木家文書
目録の大・中項目で示せば、以下の通りである。
領地（知行地、戸口、年貢、諸役、法令、災害、
土木、寺社）、家臣（分限、勤仕）、勤役（幕府、
参勤、軍事）、家政（系譜、家督、交際、吉事、
仏事）、財政（収支、留守居方財政、借財、講）、
明治（国事、経営）
これまで、東高木家文書は、蓬左文庫のほか、

森川勝之助氏（海津市）、筒井稔氏（刈谷市）、大
倉山精神文化研究所の所蔵が知られている。今後、
今回調査した当研究所所蔵史料も含め、それぞれ
の特徴をおさえ、全体像を明らかにするとともに、
高木三家の関係解明にも活用していく計画であ
る。
また、東家文書とは別に、流域治水に関連して、
同所所蔵である尾張藩重臣石河家文書の調査を行

い、宝暦治水関係絵図等を確認することができた。

⑨堤方役所文書（岐阜県歴史資料館）
高木家と協働して木曽三川流域治水を管掌した

笠松堤方役所の文書約7,000点。流域の治水を考
えるうえでもっとも重要な情報資源の一つであ
り、継続して調査、内容分析を進めている。高木
家文書では未知の部分を補い、データベースの精
度をあげることにもつなげたいと考えている。

３．成果公開
①高木家文書デジタルライブラリーのWeb公開
これまでに収集・統合された膨大な史料情報を

土台に、科学研究費補助金（研究成果公開促進費）
の措置をうけ、メタデータを付与し、画像及び多
様な検索機能をもつ本格的なデジタルライブラリ
ーとして運用を開始した。
その後も不断にデータ更新を行うとともに、さ

らにGIS（地理情報システム）を活用できるよう、
コンテンツ開発を行った。
なお、これらのデジタルコンテンツは、伊藤圭

介文庫も含めたエコ・コレクションデータベース
として、名古屋大学の学術情報資源を統合した学
術ナレッジ・ファクトリー（AKF：Academic
Knowledge Factory）に提供され、学内外で横断的
な活用を実現しており（18年２月～）、国立情報
学研究所の JuNii（大学情報メタデータ・ポータ
ル）上で、他大学のもつデータと統合された形で
の活用も予定している。
また、コラボレーションシステム開発を進める

なかで、地域の教育環境の充実に貢献できるよう、
愛知県教育委員会及び上石津町教育委員会からの
アドバイスや情報提供を得て、協議を重ねながら、
教育ニーズの動向に配慮したコンテンツ開発も進
めている。そこで得られた活用方法や内容上の疑
問点等の二次的情報は、大学所蔵資料へとフィー
ドバックさせ、地域研究そのものの活性化を図っ
ていく計画である。
今後の見通しとしては、今年度の調査・研究活

動で得られた情報を搭載し、コンテンツを飛躍的
に増強するとともに、GIS 機能の拡張など、豊か
な資源の高度活用や、大学の枠を超えた地域横断
的な情報環境を構築していくことを計画してい
る。
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②上石津町郷土資料館への展示協力
前述した通り、上石津町郷土資料館のリニュー

アルオープンに際し、新たに寄贈された文書の整
理を行い、展示への協力を行った。
なお、上石津町は、 平成18年３月に大垣市と

合併したが、新大垣市でも引き続き連携・協力す
る方向で具体的な協議を進めているところであ
る。

③名古屋大学附属図書館2005年春季特別展での
成果公開
これまで進めてきた歴史情報資源の調査・研究

成果も含め、「地域環境史を考える」とのタイトル
で、附属図書館2005年春季特別展（４/４～４/27）・
講演会（４/９）・資料講座（４/16)を開催した。
会期中、学内外から700名をこえる参観者があ

り、資料原本の持つ豊かな世界を堪能いただくこ
とができた。引き続き、展示会等の企画で、調
査・研究成果を公開していく予定である。

４．むすびに －今後の課題－
以上、2005年度の成果概要を報告したが、木曽

三川流域の歴史情報資源を活用する環境整備にむ
けて、まだまだ残された課題は多い。そのなかで、
当面の課題と思われる点を選んで摘記し、むすび
にかえたい。

①調査・研究と成果公開
「西高木家文書」はじめ関連資料の調査・研究

を継続するとともに、整備された目録を紙媒体及
びデジタル環境で公開する。さらに、展示や講演
会を企画し、地域に成果を還元する。

②歴史情報資源の収集・発信
コンテンツの増強にむけ、Web データマイニ

ングなどのほか、文化財保護指導委員等の方々の
協力を得て、地域の古文書・記念碑・伝承などに
ついて情報収集し、①と同じく公開する。
こうした情報を収集し、円滑に反映させるには、
フィードバック機能を実装したコラボレーション
システムの開発が不可欠であり、引き続きその研
究開発を行う。

③教育コンテンツ・ポータルとの連携
大学横断的な情報環境の構築に続き、「学びネ

ット」とのリンケージなど、地域の教育コンテン
ツ・ポータルなどとの効果的な連携を図る。

④学校教育や生涯教育における活用手法の研究
コンテンツの活用可能性を拓くため、自治体の

協力のもと、開発・利用全般にわたって、文化財
関連諸施設や教職員との意見交換、共同研究を行
う。

⑤文化財資料保存、デジタルアーカイブの研究
紙媒体及び電子媒体の将来にわたる保存・活用

を保証するため、館種をこえた協力、情報交換を
進めるとともに、協働する分散型のアーカイブズ
構築を検討する。

〔附記〕

〈地域貢献特別支援事業の構成メンバー〉
伊藤義人（代表者）、逸村　裕、秋山晶則、斎藤夏来、羽賀
祥二、篠宮雄二、神保文夫、辻本哲郎、溝口常俊、奥貫圭
一
〈歴史情報資源の調査・研究協力者〉
船戸公子、長屋隆幸、横山和弘、清水禎子、石川　寛
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名古屋大学附属図書館研究年報
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１ 本誌は、学術情報または大学図書館に関わる活動及び研究成果を公表する目的で編集・発行
されるものである。

２ 編集委員会を名古屋大学附属図書館研究開発室におく。編集委員会は、本誌編集に関わる一
切の業務を管掌する。

３ 投稿原稿は、投稿規定に従い、所定の申込書を添えて、下記編集委員会へ送付または持参す
る。上記編集目的に合致する未発表原稿であれば、投稿資格は問わない。なお、投稿規定に
違反した原稿は、受理しない場合がある。

（投稿先）
〒464-8601 名古屋市千種区不老町

名古屋大学附属図書館研究開発室　内
『名古屋大学附属図書館研究年報』編集委員会

４ 投稿原稿の採否は、編集委員会が依頼する査読者による査読を経て、編集委員会で決定し、
速やかに筆頭著者に通知する。なお、査読結果に応じて、原稿の書き直しを求める場合があ
る。

５ 初校及び再校は著者の責任において行う。

６ 別刷50部を著者に寄贈する。50部をこえる場合は、著者負担で行う。

７ 本誌の体裁はＡ４版、和文（縦書か横書）または欧文（横書）で、以下の書式とする。
和文（縦書）２段組、31字32行（1,984字）
和文（横書）２段組、22字44行（1,936字）
欧文（横書）１段組、106ストローク47行（4,982字）



名古屋大学附属図書館研究年報

投　稿　規　定

１ 投稿に際しては、下記内容を記入した投稿申込書（書式自由）を添付する。また、投稿原稿
にも、下記内容を含めること。

１）原稿の種類　　原著論文、資料紹介、調査報告、その他
２）著者名（和文・欧文）
３）所属（和文・欧文）
４）表題（和文・欧文）
５）要旨（和文・欧文）

２ 投稿原稿は、十分な余白をとり、用紙１枚あたり下記指定字数で作成すること。なお、本文
及び図・表・図版（写真）も含め、原則、刷り上がり20ページ以内とする。
和文（縦書）31字32行（1,984字）
和文（横書）22字44行（1,936字）
欧文（横書）106ストローク47行（4,982字）

３ 投稿に際しては、図・表・図版を含む正規の原稿のほかに、コピー１式と電子媒体を添えて
提出すること。

４ 電子メールによる投稿については、あらかじめ編集委員会に照会すること。

５ 字体や添字などの指定は、原稿に朱書し明示すること。特殊な活字が頻出する場合は、文中
に記号で指定し、欄外にその指示内容を示してもよい。

６ 文献の書誌事項は、科学技術情報流通技術基準SIST-02-1997「参照文献の書き方」に従って記
すこと。

７ 表・図・図版については、投稿時におよその挿入位置を指定し、１枚ごとに著者名・番号・
刷り上がり寸法を記入すること。

８ その他不明な点があれば、編集委員会まで照会すること。
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