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特集によせて

名古屋大学附属図書館長　伊藤　義人　

　名古屋大学附属図書館研究開発室を立ち上げて，既に６年が過ぎました．研究年報も第５号となり，
記念特集として，多くの大学図書館が重要課題として取り組んでいる学術機関リポジトリに代表される
学術情報発信を取り上げるのは，大変時宜を得ていると思います．学術機関リポジトリは，大学図書館
が抱えている最重要課題の１つであり，現在，図書館界の多くの人が関心を持つ共通のテーマでもあり
ます．平成 �8 年度から始まった情報学研究所の CSI事業も２年が過ぎようとしておりますが，日本の
学術機関リポジトリは，今後，さらに飛躍的に発展する必要があると考えます．
　遡れば，平成 �4 年３月に提出された審議会答申「学術情報基盤の充実について」において，大学の
情報発信に関しては大学図書館が重要な役割を果たすべきである，との提言がなされていました．しか
し，この時点ではまだ学術機関リポジトリという用語は使われていません．これに対して，平成 �8 年
３月の審議会答申では，はっきりと「学術情報発信力の強化の観点とともに，社会への説明責任の観点
からも，学術情報流通の新たな手段である機関リポジトリの取組みについては，研究機能を重視する大
学，研究機関において，学協会との連携を図りつつ，積極的に進める．」と述べられており，学術機関
リポジトリの重要性が明記されました．
　元来，私は大学図書館の機能として，情報を収集整理して提供するだけでなく，情報発信が重要と考え，
両審議会に参加して，積極的に意見を述べてきました．審議会答申にもあるように，大学では，多種多
様な研究が公的資金の下でなされており，その説明責任を果たすために，生産された知的情報を共有の
財産として外部に無償で公開する義務があります．さらに，このような活動は，大学が国内外に対して
自身の特色を示すための窓としての役割も担います．また，研究成果が広く共有されることによる，学
術研究自体に対する促進効果も期待されます．これらを支える仕組みのひとつが学術機関リポジトリで
あり，大学における情報収集・管理・発信の拠点である大学図書館の重要な機能の１つであるといえます．
そして，現在では，それを実現するための学術情報発信の基盤技術が整いつつあり，数多くの成果が蓄
積されはじめています．
　この特集号が，学術情報発信に関する諸問題を明らかにして，機関リポジトリの今後の発展に寄与で
きることを切に願っています．

平成 �9 年３月　
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　現代図書館学の祖の一人、ピアス・バトラー
（Pierce Butler）は文献宇宙という概念を創出し、
人間の頭の中にある観念としての知識を文献とい
う具体的な形の集合体として、世界の知識を把握
することを考えた。機関リポジトリは現代の文献
宇宙を構成することができるだろうか。
　機関リポジトリに関する議論は「アクセスや保
存の新しい形だ」、「出版に変わる新しいビジネス
モデルである」、「学術成果の社会への還元である」
など、意義をアピールするものが多い。それはそ
れでわかるのだが、どうももう一つ説得力に欠け
るというか、具体的なイメージが浮かばないのは
私だけではないと思う。何かもっと素朴な議論が
欠けているような気がしてならない。実は私も機
関リポジトリをプロモーションする側にいるのだ
が、先生方に対して論文や教材を登録してくれと
確信をもって説得するだけの理由をもちえていな
い。そこで自分自身を説得することを第一目標に、
機関リポジトリについて考えてみた。その結果、
コンテンツそのものの議論、すなわち性質や利用
についての議論が欠けていることに気づいた。
　機関リポジトリの問題点の一つに質の問題があ
る。ピアレビュー論文がきちんと登録されなけれ
ば、機関リポジトリは質の悪いコンテンツばかり
になって誰も利用しないのではないかという指摘
である。確かにピアレビュー論文が機関リポジト
リで読めるようになることは重要であるが、私は
むしろ予想外のコンテンツが出てくるところに機

関リポジトリの面白さがあるのではないかと思っ
ている。機関リポジトリをプロモーションするな
ら、「登録すべき論」よりも「利用すると面白い論」
のほうが説得力があるのではないだろうか。
　Googleを多くの人が使うのは Google自体が面
白いからである。Web情報の大部分は質が低いと
よく言われるが、それでも質の高いコンテンツは
十分な量で含まれているし、大部分の人が価値の
ないコンテンツと判断しても、ある人にとっては
宝ということがありうる。機関リポジトリも同様
のことが言える。
　機関リポジトリの性質上もう一つ重要なこと
は、図書館あるいは大学が、自由に編集できるコ
ンテンツを持つに至ったという点である。このこ
とは、図書館が情報発信する側にまわったという
単純な話ではない。より積極的に、コンテンツを
編集し、付加価値を与えるようなサービスを展開
できるようになったことを意味する。オーバーレ
イジャーナルはその典型であるが１）、編集方法は
オーバーレイジャーナルだけに限らない。複数機
関のリポジトリを連携させ、その中から関連のあ
るコンテンツをピックアップすることは研究者の
関心に応じて何パターンもありうるだろう。
　これまでコンテンツ自身にはノータッチだった
図書館が、研究者と協力しながら、編集者的立場
で利用者にきめ細かなコンテンツ提供サービスを
行うというのは図書館サービスの新たな展開を予
感させる。Googleのサービスは確かに強力だが、

Repository Miner
−機関リポジトリは宝の山−

筑波大学
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個人ごとに検索結果を変えるというところまでい
くにはまだ時間がかかると思われる。（たぶん）
　機関リポジトリをプロモーションする理由、そ
れは機関リポジトリが宝の山になる可能性がある
から。機関リポジトリ自体が面白いから。使って
みて面白いことがわかれば、プロモーションしな
くてもコンテンツは増える。何が出てくるかわか

らない、知的刺激を与えてくれるものが機関リポ
ジトリである。

１） 阿蘓品治夫．機関リポジトリを軌道に乗せるため為す
べき仕事−千葉大学の初期経験を踏まえて−．情報
管理　Vol. �8, No. 8 p.�96-508, 2005（http://www.jstage.jst.
go.jp/article/johokanri/�8/8/�8_�96/_article/-char/ja）
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１．概略
　機関リポジトリとは、学術成果の保存と発信の
ため、学術機関が責任を持って運営するオープン・
アクセスのデジタル・リポジトリである。機関リ
ポジトリには、サービスとしての側面とコレクシ
ョンとしての側面があり、よく引用される次の二
つの定義はそれぞれに重点をおいたものである。

１．リンチの定義：大学がそのコミュニティのメ
ンバーに提供する、大学およびそのコミュニティ
のメンバーにより創造されたデジタル資料の管理
と配布のための一連のサービス（Lynch 2003）

２．クロウの定義：大学の知的成果を蓄積保存す
るデジタルコレクションで、機関で範囲限定（専
門分野別ではない）・学術的・累積的かつ永続的・
オープンで相互運用可能なもの（Crow 2002）

　本質的ポイントは、（1）すぐに研究に利用でき
る内容・形態の学術成果がコンテンツであって、

オンラインで誰でも自由に本文・データ本体にア
クセス可能であること、また（2）各種の標準・
プロトコルが遵守されることにより、相互運用性
を満たすことである。
　学術機関にとって、機関リポジトリは研究教育
活動のショーケースとなるシステムであって、活
動の透明性を高めるとともに、社会への成果還元
および学術情報アクセスに関するデジタル・デバ
イド解消という形で、社会貢献に寄与するもので
ある。後述するように研究成果の公開が社会的に
要請されるようになるにつれ、研究大学には不可
欠となりつつある。
　研究者にとっても機関リポジトリは研究のため
に必要となりつつある。従来機関リポジトリのメ
リットとして、メタデータがマルチ・チャンネル
で検索対象となることによって、より広い範囲の
人々に自分の研究に対する関心を持たせることが
できることが指摘されてきた。代替的公開方法と
しては自分の管理するサーバにファイルを保存し
発信する方法もあるが、機関リポジトリではファ

機関リポジトリの現在と近未来

Institutional repositories：an outlook in Japan

国立情報学研究所
National Institute of Informatics

村上祐子
MURAKAMI, Yuko

Abstract
An institutional repository is an open access digital repository which an academic 

institution stewards for preservation and dissemination of academic outputs produced by 
its members. It becomes indispensable for every research university. This article first aims 
to describe backgrounds and current situations around institutional repositories, and then 
to point out possible problems in particular in Japan in the near future.
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イル散逸やリンク切れ防止という効果、さらに大
学の管理するウェブサイトに存在するという意味
での品質保証が追加される可能性もある。さらに、
公的研究助成を受けた研究成果を機関リポジトリ
あるいは分野リポジトリからオンライン公開する
ことが今後求められるようになると、機関リポジ
トリのない学術機関に所属することは研究者とし
て不利な立場に置かれることとなりかねない。
　機関が運営するといっても、当面は資料の管理
スキルを持つ図書館が運用担当になるケースが多
いと思われる。これは図書館にとっては、資料の
入手・保存・管理という従来の役割に加えて、発
信機能強化につながることとなる。また、研究者
との共同作業が運用上重要となるため、図書館
員のスキルにも新しい展開が期待されるようにな
る。そこでは、利用者ニーズに応えて、これまで
とは異なるタイプの学術情報に関する知識やスキ
ルの形成もみられるようになるだろう。

２．研究成果のオープン・アクセス
　オープン・アクセス（open access，OA）とは、
研究成果を研究コミュニティ全体にオンラインで
自由に（無料で）利用可能にする手段であり、イ
ンターネットの普及によって実現された。アクセ
ス可能かどうかはその論文が発表されている学術
誌等のメディアを図書館が購読しているかどうか
に関わりがない。これは従来もっぱら学術誌論文、
また学会発表論文や学位論文、研究レポートのよ
うなさまざまなタイプの学術文献に対して適用さ
れる考え方であり、その意味で出版者側からする
と OAモデルは既存の購読出版モデルに対立する
ビジネスモデルだと考えられてきた。
　しかし近年になって、OAという考え方は文献
形態の研究成果だけではなく、実験・観察データ
や計算科学のデータそのものにも適用されるよう
になっている。すなわち、特許が権利保護と引き
換えに内容を公開して技術開発を促進するのと類
比的に、論文やデータといった研究成果について
も公開を通して、大局的に学術振興を促進し、科
学関連予算の効率的使用を目指すという意図があ
る。したがって、OAは狭義の学術情報流通シス
テムの問題ではなく、広く科学技術政策の一環と
みなすのが適切となってきている。

2. 1　オープン・アクセスの国際動向
　論文やデータを使いたいときに自由に使えるよ
うに、また同僚と共有・交換するという発想は、
研究活動のニーズから自発的に生まれた。プレプ
リントサーバを機関リポジトリと呼ぶかどうかに
は議論の余地があるが、少なくともデジタル・リ
ポジトリであることは間違いない。世界初のプレ
プリントサーバ arXiv（物理学）は 1��1 年に立ち
上がった。その後 1��� 年までに、経済学（WoPEc，
その後 RePEcに継承）・核物理学（CERN）・計算
機科学（DARPA）・宇宙科学（NTRS）などの分
野リポジトリが運用を開始した。また 1��� 年に
Harnadが認知科学オンライン誌 Psycoloquyを創
刊したのを皮切りに、無償オンライン学術ジャー
ナルの創刊も続いた。
　Harnadはさらに 1��4 年に論文のオープン・ア
クセスを提唱し、初めは研究者間で議論がなされ
ていたがすぐに図書館界からの反応を得て、学術
出版の機能不全が指摘されるようになった。1���
年には研究活動におけるニーズに応える形での
インターネット時代の学術情報流通を機能させ
る た め、Association of Research Libraries（ARL）
のイニシアティブとして Scholarly Publishing and 
Academic Resources Coalition（SPARC）が設立さ
れた。
　この 1��0 年代末にはインターネットの普及が
進んでいたが、論文サーバのインタフェースは異
なる規格が乱立し、相互運用性が課題となってい
た。サンタフェ会議（1���）はオープン・アクセス・
イニシアティブ（OAI）設立のきっかけとなった
会議であり、クロス・サーチではなく、メタデータ・
ハーベスティングによって複数アーカイブの相互
運用を図るという基本的な枠組が合意された。
　一方、政府レベルで OAを推進するよう国際的
な働きかけが 2000 年前後から進んでいる。ユネ
スコ・国際科学会議による科学および科学的知
識の利用に関する宣言（1���）、国連経済社会委
員会（2000）、世界学術会議北京宣言（2003）、ベ
ルリン宣言（2003）、国連情報サミット（2003）、
OECD声明（2004）、サルバドール宣言（200�）、
リオ宣言（200�）、リアド宣言（200�）、メキシコ
宣言（200�）などがある。
　このうち日本も加盟国である OECDは、2000
年ころから公的助成を受けた研究成果であるデー
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タのオープン・アクセス方針を検討していたが、
2004 年にオープン・データに向けた努力を行う
旨の付記のある公式声明を採択し、継続事業と
して、現在ではデジタル研究データのパブリッ
ク・ドメイン化プロジェクトが進んでいる。ま
た OECD加盟国には含まれていないが、中国は
200� 年 10 月世界初のオープン・データ義務国と
なった。 

2. 2　二つのオープン・アクセス実現形態
　文献を OAで提供する手段としては、OAジャー
ナルと OAリポジトリがある。OAリポジトリ
（Green road）は、リポジトリに蓄積保存した資料
を世界中に無料で利用可能にする手段である。他
のリポジトリとの相互運用性のためには、各種標
準・プロトコル（とくに Open Archive Initiative-
Protocol for Metadata Harvesting: OAI-PMH）を遵
守している必要がある。
　一方、OAジャーナル（Gold road）では、査読
を行い、受理された論文を世界中に無料で利用可
能にする方式で、読者が自由に学術論文にアクセ
スできる電子ジャーナルであり、一般的な学術雑
誌のスタイルを踏襲したものである。出版者側は
既存の手法にこだわりがちであるが、OAと適合
したビジネスモデルを作れるかどうか、つまり査
読、編集、システムにかかる出版費用をどう負担
するかが問題であり、OAジャーナルが実現され
た現在でも、ビジネスモデルの持続性については
議論がある。大まかに分けて次の２つの方式があ
る。
　１．「同人誌」型：編集業務を研究者自身が無
償（あるいはごく低報酬）でおこなう。

　２．OAジャーナル型（アメリカ物理学会など）：
出版費を著者または所属機関が投稿料として負担
することとなる。だが査読費用は採択率に依存し、
雑誌出版費、ひいては投稿料の算出根拠は一般的
には難しい（倉田（200�））。亜種として、著者は
従来の購読モデルでの出版か OA投稿料モデルで
の出版を選択することができる OAハイブリッド
がある。
　ハイブリッド形式は 2003 年に Company of 
biologistで試験的に導入されたのを皮切りに、
2004 年にシュプリンガーが導入して本格化し
た。200� 年末までにはブラックウェル、オック
スフォード大学出版会が導入した。研究助成団体
から OAでの成果公開を要請されたとしても、商
業出版者によるジャーナルに投稿することができ
るようになるため、200� 年、特に後半になって、
OAハイブリッドジャーナルを開始する商業出版
者や学会がめだつようになった（表 1）。
　だが、OA実現形態が投稿料モデルである場合、
思想には賛同できるとしても実行できる研究者の
範囲は極めて狭いものとなる。日本の研究者対象
のアンケート調査（SPARC-JAPAN 200�）によれ
ば、許容可能な投稿料負担額は 1000 ドルまでが
半数以上を占める。一方 OAハイブリッドジャー
ナルの投稿料は現在のところ 2000 ドル以上が普
通である（オープンアクセスジャパン（200�））。
所属機関が投稿料をまとめて負担するビッグ・
ディールが提案されているが、参加は大規模機関
中心となることが見込まれる。OAが高い研究評
価と相関するという論点を認めるならば、所属機
関によって OAで投稿できない研究者は業績評価
が低い傾向を得ることになり、その結果大規模機

表１　200� 年に導入されたハイブリッドジャーナル（Suber（200�）から抜粋）
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関への移籍も困難となる可能性がある。このよう
な事態を認めるかどうかは、政策的議論が必要で
あろう。
　このように、研究助成機関や所属機関によって
研究成果の OA公開が要請され、かつ研究者が投
稿料モデルの OAジャーナルに投稿しない・でき
ないならば、OAの実現方式としてはリポジトリ
が有望となる。この論点と、学術的ならば OAで
なければならないという OA思想の原則、さらに
大学の社会責任論（情報公開）という論点が結び
ついて、機関リポジトリが要請される。さらに、
公開されるべき研究成果が文献だけではなく多様
なタイプのデータであるという拡大された OAに
も適応できる点で、OA実現方式として機関リポ
ジトリは優位性を持つ。

３．国内外における機関リポジトリの運用状況
　オープン・アクセス運動の帰結として、機関リ
ポジトリは増加していった。（プレプリントサー
バではなく、現在の厳密な意味での）機関リポジ
トリとしては、1��� 年にバージニア工科大学が
Networked Digital Library of Theses and Dissertations
を創始したのがはじめてである。2002 年に入っ
てからは急激にリポジトリ数が増加し、200� 年
になってコンテンツ数が飛躍的に伸びてきた。諸
国の政府･研究助成機関のオープン･アクセス義務
化の動きと並行して、学術機関の機関リポジトリ
設立の動きが世界的に加速しているといえよう。
　200� 年１月 10 日の時点で、世界では少なくと

も ��� の機関リポジトリが稼動している（ROAR 
directoryによる）。機関リポジトリの分布は図１
のようになっている。大学の役割は国によって違
い、単純には普及状況を比較できないが、大学数
を勘案すると、ヨーロッパの大学は機関リポジト
リがある割合が他の地域に比べて多い。アメリカ
では、４年制大学（2,�30 大学）に限れば 12.�％
となる。一方、ヨーロッパは全体でも �00 大学程
度なので５割強である。すなわち、世界のトップ
クラスの研究大学は知的資産の管理の重要さを認
識し、リポジトリを備えているというのが現状と
いえる。
　日本では科学技術・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『学術
情報基盤の今後の在り方について（報告）』（平成
1� 年３月 23 日）に機関リポジトリの推進が明記
された。国立情報学研究所では、2004 年から実
施されている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）事業の
うち、ネットワーク･グリッド･認証と並ぶ一環と
して、大学と NIIの共同で次世代学術コンテン
ツ基盤共同構築事業を進めている。200� 年度に
は公募により、応募 �� 大学から選ばれた �� 大学
にリポジトリ構築・拡充を委託するとともに、22
の研究･開発プロジェクトを進めている。
　200� 年１月初めの時点で、次世代学術コンテ
ンツ基盤共同構築事業参画大学のうち 22 大学の
ものを含む 24 の機関リポジトリが国内で運用さ
れている。

図１　世界の機関リポジトリの分布
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４．機関リポジトリのシステム導入・運用とコスト
　現在導入されているシステムを初期コストと運
用コストの２点で分類すると表２となる。
　導入経費は年々大きく減少する傾向にある。
200� 年初頭では、パッケージを用いた場合でも
立ち上げに必要な初期費用は 1�0 万円以下、その
後のサポート費用は年間 100 万円程度とみられ
る。国際的にみても、システム費用は年を追うご
とに低下している。イギリスの JISC委託の LIFE
プロジェクト（200�）では、リポジトリの立ち上
げ・運用コストを 10 年以上の単位で試算してい
る。長期的にみるとシステムはアウトソースした
方が内部で開発するより安いが、外注した場合に
は「機関が責任を持ってシステムを管理している
といえるか」などの論点をめぐって賛否両論があ
る。なお、長期にわたるコスト計算の際には初期
費用・通常運用費用のほか、保存費用を計上する
必要があることが指摘されている。
　個別での導入・運用では負担が大きい小規模大
学では、コンソーシアムによる導入が始まってい
る。さらに、近隣大学と同じソフトウェアを導入
し、親密なユーザコミュニティによって運用負担
を軽減する取り組みも行われている。
　収集したコンテンツや機能によっても維持費用
は異なってくる。現時点では特に、教材・画像・
電子ブック・各大学で電子化された特殊コレク
ション・電子出版は継続コストがかかるとされる。

５．機関リポジトリ運用上の課題と対策
5. 1　ポリシー策定
　機関リポジトリの導入時には、学内合意形成お

よび運用担当部署決定とともに、運用ポリシーの
最重要部分をなす収集ポリシーを策定しなければ
ならない。コンテンツ収集ポリシーは、各学術機
関の独自性を反映するとともに大学全体の運営・
経営方針と整合的でなければならない。まず、ど
のような成果を対象とするか、そして登録対象と
なる構成員の範囲を定めなければならない。すな
わち、正規雇用教員による成果以外に、異動した
教員の場合は当該機関雇用期間外の成果の扱い、
大学院生･学部学生の成果の扱いなど、あらかじ
め明文化する必要がある。
　理論的にはデジタル形態の学術成果ならどんな
ものであっても収集対象となりうるが、なかでも
学術情報アクセスに関するデジタル・デバイド解
消のためには学術誌掲載論文は不可欠である。商
業出版者ではほとんどの場合、出版契約に著作権
譲渡が含まれているため、機関リポジトリ搭載時
には著者だけではなく著作権者にも許諾を求める
ことが必要となる。
　学部･学科が発行する紀要は、ごく少数の例外
を除いて、海外ではほとんどの分野ですでに商業
出版者による学術雑誌に情報流通の主役の座を譲
り渡してしまったが、日本国内では継続して学術
情報流通には重要な役割を果たして来た。とりわ
け、教育学・法学・文学のような学術誌が少ない
分野では重要である。また、数学のような分野で
は、学科が発行する英文紀要が国際的な情報発信
を担う。したがって、機関リポジトリの収集対象
として有意義である。また NIIは各大学の要請に
応じてこれまでの紀要電子化事業の結果ファイル
を引き渡しており、立ち上げ時点でのリポジトリ

　

フリーウェア

　

日本語化パッケージ

アプリケーション・サービス・
プロバイダ（ASP）

　

独自開発

導入費用

小
（導入支援の場合：中）
　

中～大

小

　

大

運用負担

大

　

小

小：ただし機関
リポジトリとし
ての安定性には
議論有

大

例

DSpace, EPrints, XooNIps, Fedora,
Greenstone（電子図書館システム
だが、 OAI-PMH遵守）

DSpace（Hewlett Packard）

DigitalCommons（ProQuest），
Open Repository （BioMed），
 インフォコム、  Horizon

表２　システム導入・運用方法の長所と短所
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収録アイテムの核を構成できる。
　学位論文は、機関リポジトリならではのコンテ
ンツである。書誌情報は国立国会図書館および国
立情報学研究所提供の博士論文書誌データベース
が存在し、NII学術コンテンツ・ポータル GeNii
を通してすでに検索可能となっているが、本文へ
のアクセスは提出大学と国立国会図書館に事実上
制限されており、機関リポジトリから入手できる
ようになれば利便性が大幅に向上する。さらにこ
れまでほとんど学外からのアクセスは出来なかっ
た修士論文についても、機関リポジトリに登録す
る大学もある。ただし学位論文の場合には分野に
よっては特許出願と絡み、あるいは加筆訂正した
後に著書として出版予定であるといった理由で、
提出後の即時オンライン公開を望まないケースも
現在は散見される。
　各種報告書や会議資料も研究資料としては重要
であるが、機関リポジトリ無しでは入手が困難で
あったコンテンツである。発表論文だけではなく、
スライドも機関リポジトリから発信できるため、
会議参加者以外にもわかりやすい形で広く成果の
共有を図ることができる。
　また前述のように、最近注目されているコンテ
ンツが、データである。実験データの発信・共有
は研究活動の効率化に寄与するとともに、e-サ
イエンスとの連携という点でも重要な役割を果た
す。また、データの公開を通して研究活動の透明
度をあげることで、研究不正防止効果があると考
えられる。

5. 2　コンテンツ収集活動
　学術活動のインフラとしてリポジトリが十全に
機能するには、書誌情報や要旨などのメタデータ
だけではなく、論文本文・データ本体にアクセス
できなければならない。したがって、著者・著作
権者の許諾が必要であって、広報などのコンテン
ツ収集活動が円滑な運用継続には必須となる。
　研究者に対して成果のリポジトリ登録を促す材
料として、しばしば被引用指標向上が用いられて
いる。インパクト・ファクター等の被引用指標と
OAの関連については各種調査がなされており、
分野間によって差はあるものの、OAと高い被引
用数には正の相関関係が見られる傾向がある。さ
らに効果的に登録を促すためには、インパクト・

ファクターは直前２年間の引用数しか反映しない
等、評価指標の算定方法の詳細な説明を与える必
要がある。出版者のエンバーゴ期間が長いなどの
理由で OAでの公開が遅れるほど、指標への影響
が薄らいでいくことを強調するのが重要であろ
う。高い評価を求める研究者には、可能な限り早
期にリポジトリから論文を公開することを勧める
説得材料となりうるとともに、エンバーゴ等著作
権関連条項に対する意識が高まることが期待され
る。ただし、研究分野によっては、被引用指標は
必ずしも投稿先選定の決定打にならないなど、研
究者の行動に差が見られるのには留意しなければ
ならない。
　実際、コンテンツ収集活動の効果をあげるため
には、マーケティング一般で用いられる考え方が
有効である（特にコトラー（200�）では非営利法
人に特化した議論がなされており、参考となる）。
たとえば、分野・アプローチにより研究活動のあ
り方はまったく異なり、既存の学術情報流通に対
する態度や計算機やインターネット上のツールへ
の許容度にも違いがある。また、すでに確立した
研究者に比べて若手研究者の方が業績評価に鋭敏
であるため、ライバルに業績を奪われる可能性があ
る公開には及び腰という観察が一般になされている。
　また入力負担軽減のため、業績データベースな
どのさまざまな業務システムと入出力の一元化が
検討されている。もし今後国立国会図書館への博
士論文の電子納本や日本学術振興会の科学研究費
報告書の電子提出が認められるようになれば、状
況はまた変化するだろう。

5. 3　受入・著作権処理
　論文の完成から出来るだけ早い時点でリポジト
リでの受入および公開を行うことは、著者の評価
を高めるだけではなく、実際の受入処理を行う図
書館等の部局としても負担軽減の面から重要であ
る。論文完成時点では著者の手元に公開可能な電
子ファイルがあっても、時間がたつにつれて紛失・
読み取り不可となることが多い。さらに、著者の
許諾を得るうえで、共著者の所在は時間がたつと
追跡不能となるケースは珍しくない。過去の学術
成果搭載は、一気にコンテンツ数を増加させるに
は有効であり、内容によってはキラー・コンテン
ツとなりうるが、紙からの電子化が必要である場
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合も多く、受入処理の面から見ると一般に負担が
大きい。
　著作権処理も論文完成から時を経るごとに困難
となる。共著者全員の許諾をとろうとしても所在
不明は珍しくない。さらに、著者死亡の場合には
相続者全員の許諾が必要となる。
　このように機関リポジトリの運用担当者が許諾
関係に神経をすり減らす一方で、研究者が自身の
著作を無邪気にオンライン公開するケースはしば
しば見られる。実際には訴訟コストが膨大となる
ため学術利用に関する著作権侵害の判例はほとん
ど無いが、法令順守の観点からするとこのような
状況には問題があり、著作権法遵守および機関リ
ポジトリによる公開を促すべきである。

６．今後の注目点
6. 1　システム
　スケーラビリティ：現在のリポジトリ・ソフト
ウェアでは、DBレイアウトが正規化されていな
いため、コンテンツ数が今後大幅に増加した場合
には検索速度低下といった問題が発生する可能性
があるが、解決策は今後の開発に含まれると思わ
れる。
　データ移行問題とファイルのフォーマット：各
コンテンツは現在の標準フォーマットの電子ファ
イルの形でリポジトリに格納されている。さら
に、利用者によってはマルチ・メディア資料を望
むことから、動画などに対応した豊かな記録形態
が求められている。一方、機関リポジトリが学術
成果の永続的保存をうたう以上、今後にわたって
遡及サポートは必須である。だが、過去のデジタ
ル・ファイルの可読性については、ハードウェア、
OS、ソフトウェアのすべての面ですでに問題が
指摘されている。PDF/Aなど長期保存に適した
フォーマットが提案されているが、動画どころか
カラーもサポートされていないなど、ユーザ・ニー
ズとの乖離が見られる。今後、リポジトリ搭載資
料のフォーマットには長期保存を意識した一定の
ガイドライン設定に向けた議論が必要と考えられ
る。
　Microsoft Word や PDF など営利企業提供の
フォーマットではなく OpenXMLなどオープン・
ソースのフォーマットを利用するべきであるとい
う動きが各国政府でみられるようになっており、

リポジトリ搭載コンテンツもこのようなフォー
マットに収束すると見られる。
　また、検索で直接本文コンテンツにアクセスす
ることが今後予想されるため、各コンテンツにカ
バー・シートを添付し、書誌情報・著作権情報・
利用条件などを明示することが必要である。これ
はアイテムの長期保存に関しても有効な対策であ
ろう。
　さらに、障害者権利条約が 200� 年 12 月に国連
総会にて採択され、障害者等の情報アクセシビリ
ティの保証が必要となった。機関リポジトリのコ
ンテンツへのアクセス保証についても、大学の情
報発信における法令順守の観点から今後議論にな
る可能性がある。
　ソーシャル・ネットワーク・サービス（SNS）：
コンテンツ利用促進のためには、ユーザ・インター
フェース（UI）改善が有効である。今後機関リポ
ジトリの UIでは、SNS志向が進む可能性は高い。
特に XooNIpsは注目に値する。XooNIpsは脳神経
科学研究者のニーズにあわせて、論文だけではな
く、実験データや数理モデルなど研究に必要なデ
ジタル資源を共有するために理化学研究所脳科学
総合研究センター、ニューロインフォマティクス
技術開発チームで開発されたシステムで、コミュ
ニティサイト構築ソフトウェア Xoopsにモジュー
ルを加えたものである。さらに理化学研究所と
慶応義塾大学の共同開発によるライブラリ・モ
ジュールを追加することで、機関リポジトリとし
ての機能を果たすことができる。慶應義塾大学学
術情報アーカイブ KOARAは XooNIpsを使用し
ているが、現在のところコメント機能などコミュ
ニティサイトとしての機能は使われていない。

6. 2　大学経営との連携
　特許情報との連携 : 学術情報には金銭的･産業
的価値がない。一方、特許等の知財情報は産業化
が前提である。したがって、学術情報と知財情報
は本質的に関係がないとされる。だがしかし、学
術機関の活動が産学連携の側面でも評価される
ようになるにつれ、産業化の可否を問わず研究成
果全体を俯瞰し、機関の活動の全体像を把握する
必要が生じてきている。現在、知財情報サービス
からは、特許情報と雑誌論文情報を結合させた可
視化ソフトウェアが提案されている。今後論文情
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報の側からも連携の動きが活発化するのは時間の
問題であり、すでにエルゼビア・JSTは活動を始
めている。学術活動のショーケースとしての役割
を強化する上でも、このような研究動向の可視化
サービスに機関リポジトリのコンテンツ情報を提
供する方向が今後関心を呼ぶ可能性が高い。
　研究者評価と OA：論文・データに関する OA
義務化が将来日本国内に波及する可能性がある
が、その際の実現形態は現時点ではまったく予測
できない。さらに、データの業績としての評価が
なければデータの共有は進まないと思われるな
ど、研究者評価・研究予算配分とリンクしない限
り実効性を十全に持つことはないだろう。

6. 3　利用者との対話
　「将来の教員」としての大学院生・ポスドク：
大学院生やポスドク研究員といった若手研究者は
現時点では研究成果生産者として未熟であるとみ
なされ、機関リポジトリの登録対象から外れてい
る場合すらある。さらに現在の広報活動が主とし
て教員を対象としていることからみても、登録対
象としても軽視されている。しかも、若手研究者
は常勤ポスト争いの最前線にいるため、研究成果
の共有という観点は薄いことがある。だが、研究
者としてのキャリア早期で情報受発信関連の問題
意識を啓発することは、今後の展開を有利に導く
布石としてはきわめて重要である。なぜなら、将
来の研究活動を担うのはこの層であり、さらにい
えば、平均すれば上の世代よりも情報リテラシー
の基礎能力および適応力に長けているとみなせる
からである。特に、ポスドク研究員や任期制教員
は数年後には正規雇用の教員となることを希望し
ているとはいえ、現状では不安定な雇用形態に甘
んじており、OAの理念に触れれば恩恵が身をもっ
て感じられる。このタイミングで少なくとも問題
意識を啓発しておくことは、将来の協力者増加に
つながると考えられる。
　教員のリカレント教育：大学教員の授業方法等
の研修（faculty development，FD）は、平成 11（1���）
年からは努力義務となっていたが、専門職大学院
（2003）での義務化に引き続き、一般の大学院で
も 200� 年から義務化され、学部でも 200� 年から
義務化する動きが見られる。大学によっても差が
あるだろうが、この研修が教育能力向上とともに

学術機関の構成員としての意識向上の一環として
位置づけられるとすれば、その際を捉えて、学術
情報流通や著作権をめぐる議論や最新の学術情報
検索技術等研究活動の基礎知識をも最新のものと
する機会とできるだろう。

７．まとめ
　機関リポジトリだけではなく、学術コンテンツ
は学術情報の基盤システムの不可欠な位置を占め
ていると認識されるようになっている。今後さら
なる科学技術振興につなげるためには、システム・
制度・運用のいずれの面にも目を配り、円滑なコ
ンテンツ流通を図らなければならない。システム
においても日本語という課題が存在するが、制度
と運用の二面ではさらに日本独自の状況があるた
め、海外の実践例は参考にはなってもそのままの
手法を受容するわけには行かないことがある。そ
のような場合、逆に日本の背景説明を含めた実践
例を世界に発信することで、国際貢献が可能とな
るだろう。
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特　　集

１．はじめに
　OAI-PMH（Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting）とは、メタデータの集まり
を HTTP上で転送するための標準的な手続きのひ
とつで、Open Archives Initiativeがこれの開発と推
進を行なっている１）。メタデータを渡す側（デー
タプロバイダ）とそれを受け取る側（サービスプ
ロバイダ、またはハーベスタ）の双方について通
信手順が決められており、これに従うことでどの
ようなコンピュータ環境どうしでもメタデータの
やりとりを実現できる。プロトコルの最新バー
ジョンは 2.0 である。OAI-PMHの仕様はオープ
ンなものであり、だれでもこれを利用することが
できる。仕様は英語で記述されているが、国立情
報学研究所による日本語訳も存在する２）。
　データプロバイダは、メタデータを一括提供す
ることで、自らの組織では行なえなかったよう
な高度な検索サービスなどがサービスプロバイダ
上で実現されることを期待できる。複数のデータ
プロバイダから収集したメタデータをもとに検索

サービスを構築しているサービスプロバイダの例
として、国立情報学研究所の JuNii３）、ミシガン
大学の OAIster４）などを挙げることができる。
　大学図書館など、まとまった量の情報を扱う組
織が、OAI-PMHプロトコルを使って外部サービ
スに自サービスのメタデータを一括提供したい
という要求は、潜在的に少なくないと思われる。
先にあげた JuNiiや OAIster、さらには、Google
にサイトマップ情報を提供するための Google 
Webmaster Tools５）などが OAI-PMHを利用した
メタデータの収集をサポートし、それらをもとに
強力な検索サービスなどを提供しているからであ
る。最近では、北海道大学が中心となって開発を
進めている AIRway６）も注目に値する。AIRway
は、商用のリンクリゾルバの中間窓に機関リポジ
トリの該当アイテムへのリンクも表示させるとい
う試みだが、この仕組みを担うサーバーが国内外
の機関リポジトリからメタデータを収集するため
のプロトコルにも OAI-PMHが採用された。
　OAI-PMHの仕様に従ったデータ交換を実際に

簡易な OAI-PMHデータプロバイダの製作

A Simple Example of Implementation
of OAI-PMH Data Provider

名古屋大学情報連携基盤センター
Nagoya University Information Technology Center

山本哲也
YAMAMOTO, Tetsuya

Abstract
This article shows an example of original implementation of OAI-PMH data provider. 

The script is written in PHP scripting language and can work on any ordinary web server, 
and support plain text metadata files. It can also be easily extended to support RDB and 
any data source.
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行なうには、この仕様どおりの動作をするソフト
ウェアを作成（実装）しなければならない。この
作業はプログラミングと通信技術について若干の
知識を要するため、何か有用なサービスを立ち上
げようとしてもこの障壁でつまづくことがあるだ
ろう。もちろん、OAI-PMHの機能を実装した既
成のソフトウェアはすでにいくつも存在するか
ら、これらを活用することも可能である。しかし、
次節以降で検討するように、筆者は、この機能を
自作することにも価値があると考えている。
　本稿で今回紹介するものは、データプロバイダ、
すなわちメタデータをハーベスタに渡す側の簡易
な実装例で、筆者オリジナルのものである。素人
が作ったものなので完全な出来ばえとは言い難い
が、AIRwayにメタデータを渡すためにすでに稼
動しているという実績があり、充分利用に堪える
ものといえるだろう。

２．類似ソフトウェアの検討
　OAI-PMHのデータプロバイダ側、ハーベスタ
側とも、商用・非商用を含めて、すでに数多くの
実装が存在する。データプロバイダ側としては、
機関リポジトリを構築するためのソフトウェア
として知られている DSpace７）、GNU EPrints８）、
E-repository９）、XooNIps10）といったものが、それ
ぞれ独自の実装を行なっている。これらの専用ソ
フトを使ってデータベースを構築する場合は、そ
れぞれのマニュアルに従ってインストール作業を
行なえばそれだけで OAI-PMHを使ったメタデー
タ公開が可能になるという利点がある。その反面、
純粋にデータプロバイダだけを構築したいような
場合は、これ以外の機能、たとえば検索やブラウ
ジングなどの機能は無駄なものとなってしまう。
さらに、手元にあるデータの集まりをこれらのソ
フトウェア上に搭載するために、データ変換のた
めのツールを作るかカスタマイズするかといった
何らかの手間を生じることはありうることで、そ
の場合、技術上の障壁は必ずしも低くない。専用
ソフトがサーバーマシンに高いスペックを要求す
る場合には、その全ての機能を必要とするわけで
ないのに、新しい機械を購入する必要が生じるか
もしれない。オープンソースとして公開されてい
るソフトウェアを直接利用する場合は、基本的に
は自助努力による保守やカスタマイズができるこ

とが導入の前提になる。総じて、データプロバイ
ダの機能だけを実現するために大がかりな機関リ
ポジトリ用ソフトウェアを導入することは、却っ
てコストを大きくしてしまうかもしれない。
　OAI-PMHデータプロバイダを構築するための
手段として次に考えられるのは、公開されている
ソフトウェア部品を利用することである。OAI-
PMHの機能を実現する部分だけが再利用可能な
部品として公開されているものはいくつもあり11）、
例えば OCLCの OAICat12）、バージニア工科大学 
Digital Library Research Laboratory の OAI-PMH2 
XMLFile File-based Data Provider13）（以降、OAI-
XMLFileと呼ぶ）などがある。任意のソフトウェ
アにこれらのソフトウェア部品を追加し、OAI-
PMHの機能を組み入れることができるように作
られているのがこれらの特徴である。先にあげた
機関リポジトリのためのソフトウェアもこういっ
たソフトウェア部品を利用していることがあり、
たとえば DSpaceでは OAICatを内部的に組み込
んで使っている。
　OAICatは、Javaサーブレットとして動作する
ことを想定して書かれている。サービスを構築
しようとするユーザー（開発者）は、まず Java
サーブレットコンテナと呼ばれるソフトウェアを
コンピュータ上に導入する。次に OAICatが提供
しているいくつかの抽象クラス（AbstractCatalog、
RecordFactory、各種 Crosswalk）を継承した派生
クラスを開発し、これを組み込んでサーブレット
コンテナを起動する。OAICatはデータの格納形
式などに依存せず、柔軟な実装ができて完成度の
高いものであるが、開発言語が Javaに限定され
ており、クラスの継承やサーブレットといった概
念にも充分親しんでいないと、これを利用した開
発はやや難しい。
　OAI-XMLFileは、あらかじめメタデータを
XMLファイルとして格納しておいたものを必要
に応じてサーバープロセスが読み取り、ハーベス
タ側に情報を渡すという原理で動作するものであ
る。Perlで書かれた cgiスクリプトとして提供さ
れており、既存の環境に比較的簡単に導入ができ
る。一方、ファイルシステム上にプレーンテキス
トとして保存されたたくさんの XMLファイルを
扱うため、多量のデータを扱う際にパフォーマ
ンスを保ちにくくなることが予想される。また、
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複数のデータフォーマットに対応させるために
XSLT（XMLの変換ルール）を準備する必要があ
り、導入のうえでやや複雑さを感じる要因になる
ように思われる。
　他にもソフトウェア部品として公開されている
ものはあったが、まだ完成に至っていないものや、
長期間メンテナンスがされていないものもあり、
これらすべての評価は行なわなかった。
　ここまで、いくつかの既存のソフトウェア、ま
たはソフトウェア部品の検討を行い、それぞれ
一長一短があることを見てきた。できるだけ簡易
な方法でデータプロバイダを構築したいと考えて
いたのだが、この要求を満たすものを結局見つけ
ることができなかったと感じた。そこで、OAI-
PMHの元の仕様を頼りに、自分達が求めるもの
を新たに製作してみることにした。

３．作成方針
　製作にあたっては、以下のような方針をとった。
　まずは、OAI-PMHのデータプロバイダとして
最小限必要な機能だけを実装することにした。た
とえばWindows上で動作するようなグラフィカ
ルな設定画面といったようなものは特に用意せ
ず、ファイルなどの形で直接与えられたメタデー
タを使ってハーベスタとの通信だけを実現できれ
ばよいものとした。
　次に、広く使われている環境にあわせて使用
言語や開発環境を決めた。webサーバー上で動く
スクリプト言語としては PHPの人気が非常に高
く、またインストールされている見込みも大き
いため、これを採用した。開発時の PHPのバー
ジョンは４とした。PHPの最新バージョンは５
だが、バージョン４が安定稼動しているサーバー
もまだ多く存在する。ここではバージョン５に固
有の機能を使うことで適用範囲が狭くなってしま
うことを避けた。もちろんバージョン４と５で問
題なく動作することを確認した。UNIX系の環境
やWindows上でも特に動作に違いはないようだっ
た。また、依存するライブラリが極力少なくなる
よう意識した。
　次に、世に出ている他のソフトウェア部品同様
に、再利用が容易になることを目指した。具体的
には、OAI-PMHの基本機能を実現する部分をソ
フトウェアの雛形としてつくり、実際のデータを

扱う部分だけをこれへのコード追加というスタイ
ルで実装できるようにした。雛形部分のコード変
更は基本的に不要である。以下、この雛形をフレー
ムワークと呼ぶ。

４．フレームワークの使用方法
4. 1　概略
　今回製作した PHPスクリプト（フレームワー
ク部）は、付録資料１に掲載した。これの利用イ
メージを図１に示す。

　これを利用するためには、まずこのコード（フ
レームワーク部）を適当なファイル名で格納し、
別のスクリプト（こちらが BaseURLに対応する。
以降実装部と呼ぶ）からインクルードするといっ
た手順を取る。フレームワーク部のファイル名は
何でも構わないが、ここでは tinyoai.inc.phpとす
る。拡張子は PHPの慣行に従った。
　次に、フレームワークが要求する名前でいくつ
かの定数をセットし、サブルーチン（関数）を実
装する。フレームワーク側は、決まった名前の関
数が存在するものと仮定して処理を進めるので、
注意する必要がある。関数ひとつひとつの説明は
次節で詳しく行なう。いくつかは必須であるが、
実現したいデータプロバイダの特長によっては省
略してよいものもある。
　これらすべてを実装部のスクリプトとして記
述したら、このスクリプトの最後に、フレー
ムワーク側で定義しているメインルーチン
oai_mainroutineを呼び出すコードを書いて終了で
ある。oai_mainroutineは、ハーベスタの要求に従っ

図１．フレームワークの利用イメージ
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て、先に定義したサブルーチンなどを適切な順序
で実行し、その結果得られた情報を XML形式で
ハーベスタ側に返答するという役割を持ってい
る。

4. 2　各種定数・関数
　フレームワークを利用するために記述しなくて
はならない、各種定数・関数について説明する。

・function fw_initialize() / fw_finalize()
　一回のリクエストごとに何らかの初期化処理と
終了処理が必要な場合、この名前をもつ関数を定
義して、中にその処理を書く。扱うデータがプレー
ンテキストファイルで記述されている場合、その
ファイルのオープン処理とクローズ処理を書くこ
とになるかも知れない。また、MySQLなどのよ
うなリレーショナルデータベースである場合は、
データベースへの接続や切断をここに書くことに
なるかも知れない。関数の返り値は必要ない。

・function fw_identify()
　OAI-PMHプロトコルのうち、Identify要求を受
けたときの動作をここに定義する。ただし、フレー
ムワーク側で大部分の処理を行なうため、ここに
記述するべきことはあまり多くない。具体的には、
OAI-PMHの仕様にある <description>要素のみを、
XMLの一部になるような文字列として呼び出し
元に返せばよい。<description>要素が必要でない
場合は、この関数の記述そのものを省略してよい。
　<description>要素以外にも、Identify要求に対
する返答には、データプロバイダ固有の値をセッ
トしておくべき部分がある。これらの値は、こ
この fw_identify関数内でなく、あらかじめ決め
られた定数をセットしておくことで操作できる。
Identify要求に関係する定数は下の通り。

REPOSITORY_NAME … このデータプロバイダ
の名前。UTF-8 でエンコードされていれば、日本
語などでの記述も可能。PHPスクリプト自体を
UTF-8 で書いていれば、特にエンコードを意識す
る必要はない。これを明示的にセットしないとき
の省略値は、‘My Repository’。

BASEURL … このデータプロバイダの BaseURL

を指定する。省略された場合は、環境変数などか
ら自動的に推定される。大抵の場合にこの推定は
正しいが、そうでないときは明示的にセットして
おく。

ADMIN_EMAIL … 管理者のメールアドレス。必
ず受け取りが可能なメールアドレスでなければな
らない。省略値は、‘anonymous@localhost’であ
るが、この値のままで運用してはならない。

DELETED_RECORD … 削除レコードの扱い方
針を記す。仕様上、persistent, no, transientのう
ちどれかを指定する。省略値は transient。この
値はハーベスタ側に削除レコードの扱い方針
（deletedRecord値）を伝えるためだけのもので、
データプロバイダの動作がこれによって変化する
わけではない。

EARLIEST_DATE … 最も古いレコードのタイム
スタンプか、それより充分古い値を指定する。省
略値は、1900-01-01。

　ところで、granularity（タイムスタンプの粒度）
については、このフレームワークにおいては
YYYY-MM-DD固定としている。これより細かく
時分秒までをタイムスタンプで表現する必要があ
るときはフレームワーク自体を若干カスタマイズ
しなくてはいけないが、ここではその必要はない
ものと仮定している。

・function fw_listsets()
　OAI-PMHプロトコルのうち、ListSets要求を受
けたときの動作を定義する。この関数は、<set>
要素を必要なだけ列挙してできあがる単一の文字
列を呼び出し元に返す。<set>要素はさらにその
中に <setSpec>要素や <setName>要素を入れ子に
持つが、詳しい説明は OAI-PMHの仕様や、実際
のレスポンスの例を参照のこと。
　実装しようとするデータプロバイダがセットを
サポートする必要がない場合、この関数の記述を
完全に省略してもよい。その場合、ListSets要求
はエラーメッセージ（noSetsHierarchy）を発生さ
せることになるが、仕様上これは許されている。
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・function fw_listmetadataformats($identifier)
　OAI-PMHプロトコルで、ListMetadataFormats
要求を受けたときの動作を定義する。この関数
は、fw_listsetsと同様に、XMLの一部になるよう
な単一の文字列を呼び出し元に返す。文字列は、
<metadataFormat>要素を必要なだけつなげたもの
になる。<metadataFormat>要素の詳しい説明は、
OAI-PMHの仕様などを参照のこと。
　引数として $identifierが指定されている場合
は、この IDを持つ特定のアイテムがどのフォー
マットに対応しているかという問い合わせである
ことを意味する。特定のアイテムでなく、データ
プロバイダ全体としてサポートしているすべての
フォーマットを要求されているときは、$identifier
引数には NULL値が指定される。アイテムごと
に対応フォーマットを細かく指定したい場合は、
この引数によって異なる動作をさせることが可能
である。逆に、$identifierに関わらずフォーマッ
ト一覧が決まるときは、この引数を無視して処理
を書けばよい。

・function fw_getrecord($identifier, $format)
　OAI-PMHの GetRecord要求に対応した動作を
ここに記述する。この関数はふたつの引数、すな
わちアイテムの ID（$identifier）とフォーマット
指定（$format）を渡すので、この値をもとに適
切な値を返すようなコードを書くこと。ここで返
すべき値は、これまでのような単一の文字列でな
く、PHPの配列である。PHPの配列は他のプロ
グラム言語でいう連想配列などに相当し、キーと
値のペアが集まったものである。ここで返す配列
が含むべきキー /値は下の５つ。

id … アイテムの ID

datestamp … アイテムのタイムスタンプ。YYYY-
MM-DD形式の文字列で記述してあること（例：
2007-01-11）。Identify要求への返答にに含まれる
granularity値は、この表示形式を指定したもので
ある。

deleted … アイテムが削除済みであることを明示
的に表したいときに、このキーを設定する。値
はなんでもよい。削除していないときはこのキー

は必要ない。削除したレコードをわざわざこの
ように削除済レコードとして返答するか、それ
とも存在しないレコードとして返答から省いて
しまうかは、Identify要求への返答に含まれる
deletedRecord値がその方針を示すことになってい
る。deletedRecordが‘persistent’である場合は、
かつて存在したことのある IDのレコードは必ず
deletedの返答を返し、‘no’である場合は一切
deleted情報を返さないという仕様になっている。
‘transient’は、どちらとも保証できないことを意
味する。

set … アイテムが所属しているセット（データ
ベース内の部分集合）をここにセットする。ひと
つのアイテムが同時に複数のセットに所属する場
合は、この値部分にさらに配列をセットすること。
所属セットがひとつの場合も、要素が一つの配列
を設定すること。データプロバイダがセットをサ
ポートしないときは、このキーを設定する必要は
ない。

metadata … アイテムのメタデータ本体を、
<metadata>タグで始まって </metadata>タグで終
わる文字列として生成し、このキーの値として格
納する。ここは長い文字列になるかもしれない。
deletedキーを設定したときは、ここは不要。
　PHPでは、配列を呼び出し元に返すときに参照
返しをすることができるので、必要なら関数の定
義の先頭に &記号をつけることでこれを実現し
てもよい。

　$identifier 引 数 に 対 応 す る ア イ テ ム が な
い場合は、関数の返り値には、配列の代わ
り に OAI_ERROR_NO_HIT 定 数 を 返 す こ
と。 ま た、$format 引 数 に 対 応 す る フ ォ ー
マットでの表示がサポートできないときは、
OAI_ERROR_NO_FORMAT定数を返すこと。こ
の定数はフレームワーク部で定義されている。

・fw_listrecords($format, $from, $until, $set, $offset, 
$maxrecs)
　OAI-PMHの ListRecords要求に対応した動作を
ここに記述する。GetRecordが単数のアイテムを
要求するのに対し、こちらは抽出条件に合致する
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複数のレコードを要求しているという違いがあ
る。抽出条件は引数が示すとおりで、$formatで
指定された表示フォーマットが適用可能なものの
うち、タイムスタンプが $fromから $untilまでの
範囲のもの。$fromか $untilのどちらか、または
両方が NULL値であることもあるが、そのとき
は日付範囲の上限や下限がないか、または範囲指
定はないことを意味する。$set引数に NULL以外
の値が指定された場合は、このセットに含まれる
アイテムのみが抽出対象となる。
　たくさんのアイテムを扱う場合は、抽出条件
に合致するアイテムが大量になる場合があるが、
$offset引数と $maxrecs引数の指定に従って、抽
出結果の一部だけを返答する。すなわち、抽出結
果の先頭から $offset番目（１から始まる）から
はじまって、最大で $maxrecs個を超えない数の
アイテムを呼び出し元に返す。$maxrecsの数値は、
LIST_MAX定数に１を足したものが入ってくる。
LIST_MAXの初期値は 50 だが、あらかじめ再定
義しておいて、一度のリクエストで転送される情
報の量を調整してよい。
　関数の返り値は、先の fw_getrecordが返すよう
な配列を、さらにアイテムの数だけ多重配列にし
たものである。
　抽出条件に合致するアイテムがひとつもない場
合は、関数の返り値は OAI_ERROR_NO_HIT定
数とすること。
　ところで、OAI-PMHの ListIdentifiers要求を扱
うための関数は明示的に書く必要がない。フレー
ムワーク側からはこのときも fw_listrecords関数
を呼び出し、この返り値の一部を使って返答を生
成するためである。
　次節では、実際にこれら関数（の一部）を実装
して、データプロバイダを構築した例を示す。サ
ンプルの目的で掲載するもので、実際に稼動して
いるものとは少し異なるものである。

５．実装例
5. 1　データ記述の仕様
　ここで行なってみる OAI-PMHデータプロバイ
ダの実装では、例として下のような仕様のデータ
を扱う。
・データの格納形式は、UTF-8エンコードで書
かれた単純なテキストファイル。

・[　]で囲まれた行はアイテムのIDを表し、次
の行からメタデータが始まる目印となる。

・メタデータ部分は、項目名と値がタブで区切
られたもので、１行ずつからなる。

・空行が出現したら、ひとつのアイテムの記述
が終了したことを示す。

・大きなテキストファイルになってくると処理
効率が落ちるため、アイテムのIDとテキスト
ファイル中でそのアイテムがはじまるシーク
位置を別ファイルに分けて保存し、この情報
も適宜使うことにする。ここではこれをカタ
ログファイルと呼ぶことにする。

・なるべく単純にするため、ここではセットを
サポートしない。

　下は、この仕様に従って書いたデータの例であ
る。項目名と値は、空白文字でなくタブ記号で区
切られている。
[oai:mydomain.ac.jp:0001]
datestamp 2006-12-02
creator YAMAMOTO, Tetsuya
creator DARENO, Nanigashi
title OAI-PMH Data Provider
publisher some publisher
URI   http://www.mydomain.ac.jp/article/0001
description  This is an abstract of this article.

[oai:mydomain.ac.jp:0002]
datestamp 2006-12-07
creator YAMAMOTO, Tetsuya
title OAI-PMH Data Provider 2
publisher some publisher
URI   http://www.mydomain.ac.jp/article/0002
description  This is an abstract of this article.

[oai:mydomain.ac.jp:0003]
datestamp 2006-12-11
...

5. 2　作成したコードの解説
　スクリプトを２本掲載する。ひとつはテキスト
ファイルからカタログファイルを作るための Perl
スクリプト makecatalog.pl（付録資料２）、もうひ
とつがフレームワークが要求する機能を実装する
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PHPスクリプト oai.php（付録資料３）である。
　カタログファイルには、それぞれのアイテムに
ついて、［ID，タイムスタンプ，シーク位置，メ
タデータの行数］を持たせる。カタログファイル
は小さく保たれ、このスクリプトが動作するたび
にすべてメモリ上にロードされることにした。テ
キストファイルに変更を加えたら、各アイテムの
シーク位置を正しく保つために、必ず手動で Perl
スクリプトを実行し、カタログファイルを作り直
す必要がある。コマンドラインで、

perl makecatalog.pl data.txt data.txt.catalog 

などと打ち込んで実行する（元のデータファイル
を data.txt、カタログファイルを data.txt.catalogと
したときの例。）
　カタログファイルは、下のような見た目のもの
になるだろう。
oai:mydomain.ac.jp:0001,2006-12-02,27,7
oai:mydomain.ac.jp:0002,2006-12-07,297,6
oai:mydomain.ac.jp:0003,2006-12-17,548,6
oai:mydomain.ac.jp:0004,2006-12-18,799,6
oai:mydomain.ac.jp:0005,2007-01-04,1050,6
...

　実装部のスクリプト oai.phpについて少し解説す
る。REPOSITORY_NAME定数と ADMIN_EMAIL
定数を適切に設定した。カタログファイルとデー
タファイルの場所も配置にあわせて設定した。
データ出力フォーマットは、OAI-PMHが標準で
サポートする必要がある oai_dcと、もうひとつ
は例として testformatという架空のフォーマッ
トをサポートした。それぞれのフォーマットに
対応する関数はそれぞれ build_record_oai_dcと
build_record_testformatである。ここで、生のメタ
データをそれぞれの要素に対応付けて出力フォー
マットを組み立てている。著者名については、生
データ上で creatorというフィールドになってい
るところを、oai_dc形式では <dc:creator>タグで、
testformat形式では <author>タグで表現したりと
いう差を設けている。
　できたスクリプトは webサーバーからアクセ
スできる場所に置く。フレームワーク部のスクリ
プト、実装部のスクリプト、テキストファイル、

カタログファイル、カタログ生成スクリプトの五
つをすべて同じディレクトリに置いて、適当な
webブラウザから動作テストを行なう。（必要の
ない部分に外部からアクセスできないよう、実装
部のスクリプト以外は webで公開しない場所に
置くほうがよい。ここではテストのために簡易な
方法を取っている。）
　一通りの動作が仕様に従った完全なもので
あるか、妥当性をチェックするサービス 14）を
使って確認することができる。チェックの結果
は ADMIN_EMAILで設定したメールアドレスに
返ってくるので、これが有効なものであるか注意
すること。

5. 3　他の実装の可能性
　今回の例では単純なテキストファイル上のメタ
データを扱うものを製作したが、これ以外の方法
で格納されたようなものも、同じフレームワーク
を使って作ることができる。実装部のスクリプト
でテキストファイルを読み込んでいるような部分
を、データベースに SQLを発行するなどして結
果を取得するようなコードに書き換えれば、本格
的な RDB上でデータを管理するようなものに拡
張していくことも難しくはないだろう。PHPは
RDBとの連携にも優れたスクリプト言語である。
　今回行なわなかったセットのサポートも、これ
を扱うためのコードを必要に応じて実装部に書き
足していくことで、出来るようになるだろう。も
ちろん、小規模なデータを扱えればよい場合には、
セットをしばらくサポートしないという選択も引
き続き可能である。

６．おわりに
　ここまで、OAI-PMHのデータプロバイダ機能
を自作するという題に従って稿を進めてきた。完
成したスクリプトはとても短いものなので、Perl
や PHPの知識が少しあれば完全に理解すること
ができるだろう。筆者は、このスクリプトを書い
てみて、OAI-PMHは思ったよりも易しく実装が
できるように設計されたプロトコルだったのだと
いう実感を持つことができた。この例をヒントに
して、埋もれがちになってしまった情報資源を有
効に再発信してみようという試みがよりたくさん
現れてくれれば幸いである。
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　なお、これらの開発には PHPなどを始めとし
てたくさんの無償ソフトウェアを活用させていた
だいた。最後にそれぞれの作者に感謝の意を示し
たい。

注記：
　ここに掲載したスクリプトはすべて著者オリジナルのも
ので、自由に改変・再利用していただいて構いません。また、
これを利用したことで何らかの損害が発生しても、責任を
負うことはできませんので、あらかじめご理解の上ご利用
ください。
  スクリプト等は、
http://info.nul.nagoya-u.ac.jp/pubwiki/index.php?tinyoai
からもダウンロードできます。

参考文献・URL
１） OAI-PMH
 http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
２） OAI-PMH 邦訳
 h t t p : / / w w w . n i i . a c . j p / m e t a d a t a / o a i - p m h 2 . 0 /

OpenArchivesProtocol.htm
３） JuNii
 http://ju.nii.ac.jp/
４） OAIster
 http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/

５） Google Webmaster Tools / Google ウェブマスター ツール
 http://www.google.com/webmasters/sitemaps
６） AIRway
 http://airway.lib.hokudai.ac.jp/
７） DSpace
 http://www.dspace.org/
８） GNU EPrints
 http://www.eprints.org/software/
９） E-repository
 http://www.cmsc.co.jp/E-repository/
10） XooNIps
 http://xoonips.sourceforge.jp/
11） OAI-PMH tools
 http://www.openarchives.org/tools/tools.html
12） OAICat
 http://www.oclc.org/research/software/oai/cat.htm
13） OAI-PMH2 XMLFile File-based Data Provider
 http://www.dlib.vt.edu/projects/OAI/software/xmlfile/

xmlfile.html
14） Registering as a Data Provider OAI-PMH version 2.0
 http://www.openarchives.org/data/registerasprovider.html
 この URLは OAI-PMHプロバイダの「登録」のための
フォームであるが、Validate onlyを選ぶことで、登録な
しに機能チェックだけを行なうサービスとしても機能
する。

［付録資料１　tinyoai.inc.php］
<?php

/*
 *  tiny OAI-PMH data provider framework for php4(or higher)
 *  Yamamoto.T
 *  
 *  2006.9.7  ver. 0.85
 *  2006.9.15 ver. 0.86 bugfix
 *  2006.9.28 ver. 0.87 add comment
 *            ver. 0.88 add initialize/finalize
 *  2007.2.15 ver. 0.89 getrecords -> listrecords
 *
 *  this script cannot run by itself. write your script that 'include' this.
 *    example:
 *      <?php
 *          include 'tinyoai.php.inc';
 *            ... define your functions ...
 *          oai_mainroutine();
 *      ?>
 *
 *  in your script, you must implement your original functions below:
 *    * fw_identify (optional)
 *    * fw_listsets (optional)
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 *    * fw_listmetadataformats
 *    * fw_getrecord
 *    * fw_listrecords
 *    * fw_initialize / fw_finalize (if you need)
 *
 *  read README for details.
 */

define ('OAI_ERROR_NO_SET', 1);
define ('OAI_ERROR_NO_FORMAT', 2);
define ('OAI_ERROR_NO_HIT', 3);

// set default constants if not defined
function oai_check_constants() {

  $default = array(
    'REPOSITORY_NAME' => 'My Repository',
    'ADMIN_EMAIL' => 'anonymous@localhost',
    'DELETED_RECORD' => 'transient',
    'EARLIEST_DATE' => '1900-01-01',
    'LIST_MAX' =>50,
  );
  $default['BASEURL'] = "http://" . $_SERVER['SERVER_NAME'] . $_SERVER['SCRIPT_NAME'];

  foreach($default as $key => $value) {
    if (!defined($key)) { define ($key, $value); }
  }
}

// build XML segment (header element)
function oai_array2recordheader(&$rec) {

  $buf = ($rec['deleted'] ? '<header status="deleted">' : '<header>');
  $buf .= "<identifier>" . $rec['id'] . "</identifier>";
  $buf .= "<datestamp>" . $rec['datestamp'] . "</datestamp>";
  if (is_array($rec['set'])) {
    foreach ($rec['set'] as $i) { $buf .= "<setSpec>".$i."</setSpec>"; }
  }
  $buf .= "</header>";
  return $buf;
}

// build XML segment (record element)
function oai_array2fullrecord(&$rec) {

  $buf = "<record>";
  $buf .= oai_array2recordheader(&$rec);
  if (!$rec['deleted']) {
    $buf .= "<metadata>" . $rec['metadata'] . "</metadata>";
  }
  $buf .= "</record>";
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  return $buf;
}

// validate date string (granurality YYYY-MM-DD only)
function oai_validate_date($value) {
  if (! $value) {
    return TRUE;
  }
  if (strlen($value) != 10) {
    return FALSE;
  }
  $a = sscanf($value, "%04d-%02d-%02d");
  if (! checkdate($a[1], $a[2], $a[0])) {
    return FALSE;
  }
  return TRUE;
}

function oai_do_identify(&$r) {

  if ($r['identifier'] or $r['from'] or $r['until'] or $r['set'] or $r['resumptionToken']) {
    return array('badArgument', 'illegal argument for Identify');
  }

  $r['oai_body'] =
       "<repositoryName>".REPOSITORY_NAME."</repositoryName>" .
       "<baseURL>".BASEURL."</baseURL>" .
       "<protocolVersion>2.0</protocolVersion>" .
       "<earliestDatestamp>".EARLIEST_DATE."</earliestDatestamp>" .
       "<deletedRecord>".DELETED_RECORD."</deletedRecord>" .
       "<granularity>YYYY-MM-DD</granularity>" .
       "<adminEmail>".ADMIN_EMAIL."</adminEmail>";

  if (function_exists("fw_identify")) {
    $r['oai_body'] .= fw_identify();
  }

  return NULL;
}

function oai_do_listmetadataformats(&$r) {

  if ($r['from'] or $r['until'] or $r['set'] or $r['resumptionToken']) {
    return array('badArgument', 'illegal argument for ListMetadataFormats');
  }

  if (!function_exists("fw_listmetadataformats")) {
    return array('noMetadataFormats', 'ListMetadataFormats not implemented');
  }

  $r['oai_body'] = fw_listmetadataformats($r['identifier']);
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  if ($r['oai_body'] == OAI_ERROR_NO_FORMAT) {
    return array('noMetadataFormats', 'no format available');
  } elseif ($r['oai_body'] == OAI_ERROR_NO_HIT) {
    return array('idDoesNotExist', 'no such identifier available');
  }

  return NULL;
}

function oai_do_listsets(&$r) {

  if ($r['identifier'] or $r['from'] or $r['until'] or $r['set'] or $r['resumptionToken']) {
    return array('badArgument', 'illegal argument for ListSets');
  }

  if (!function_exists("fw_listsets")) {
    return array('noSetHierarchy', 'ListSets not implemented');
  }

  $r['oai_body'] = fw_listsets();

  if ($r['oai_body'] == OAI_ERROR_NO_SET) {
    return array('noSetHierarchy', 'no set');
  }

  return NULL;
}

function oai_do_getrecord(&$r) {

  if (!$r['identifier'] or !$r['metadataPrefix']) {
    return array('badArgument', 'some argument missing');
  }

  if ($r['from'] or $r['until'] or $r['set'] or $r['resumptionToken']) {
    return array('badArgument', 'illegal argument for GetRecord');
  }

  if (strstr($r['identifier'], "¥"")) {
    return array('badArgument', 'malformed identifier');
  }

  if (!function_exists("fw_getrecord")) {
    return array('idDoesNotExist ', 'GetRecord not implemented');
  }

  $rec = fw_getrecord($r['identifier'], $r['metadataPrefix']);

  if ($rec == OAI_ERROR_NO_FORMAT) {
    return array('noMetadataFormats', 'no format available');
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  } elseif ($rec == OAI_ERROR_NO_HIT) {
    return array('idDoesNotExist', 'no such identifier available');
  }

  $r['oai_body'] = oai_array2fullrecord(&$rec);
  return NULL;
}

function oai_do_listrecords(&$r, $mode) {

  if ($r['identifier']) {
    return array('badArgument', 'illegal argument for ListRecords(ListIdentifiers)');
  }

  if ($r['resumptionToken']) {
    if ($r['metadataPrefix'] or $r['from'] or $r['until'] or $r['set']) {
      return array('badArgument', 'illegal argument (query redundant)');
    } else {
      list($r['metadataPrefix'], $r['offset'], $r['from'], $r['to'], $r['set']) = explode("!", $r['resumptionToken']);
      if (! $r['offset']) {
        return array('badResumptionToken', 'malformed resumptionToken');
      }
      $r['resumptionToken'] = NULL;
    }
  } else {
    if (!$r['metadataPrefix']) {
      return array('badArgument', 'metadataPrefix missing');
    }
    $r['offset'] = 1;
  }

  if (! oai_validate_date($r['from'])) {
     return array('badArgument', 'malformed date');
  }

  if (! oai_validate_date($r['until'])) {
     return array('badArgument', 'malformed date');
  }

  if ($r['until']) {
    if ($r['until'] < EARLIEST_DATE) {
      return array('noRecordsMatch', 'too old record requested');
    }
  }

  if (!function_exists("fw_listrecords")) {
    return array('noRecordsMatch', 'ListRecords(ListIdentifiers) not implemented');
  }

  $recs = fw_listrecords($r['metadataPrefix'], $r['from'], $r['until'], $r['set'], $r['offset'], LIST_MAX+1);
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  if ($recs == OAI_ERROR_NO_SET) {
    return array('noSetHierarchy', 'no set');
  } elseif ($recs == OAI_ERROR_NO_HIT) {
    return array('noRecordsMatch', 'no records hit');
  } elseif ($recs == OAI_ERROR_NO_FORMAT) {
    return array('noMetadataFormats', 'no such format available');
  }

  if (count($recs) == 0) {
    return array('noRecordsMatch', 'no records hit');
  }

  $max = (count($recs) > LIST_MAX ? LIST_MAX : count($recs));

  for ($i = 0; $i < $max; $i++) {
    if ($mode == 'i') {
      $r['oai_body'] .= oai_array2recordheader(&$recs[$i]);
    } else { // mode == 'r'
      $r['oai_body'] .= oai_array2fullrecord(&$recs[$i]);
    }
  }

  if (count($recs) > LIST_MAX) {
    $r['oai_body'] .= "<resumptionToken>"
          . rtrim(join("!", array($r['metadataPrefix'], $r['offset'] + LIST_MAX, $r['from'], $r['to'], $r['set'])),"!")
          . "</resumptionToken>";
  } elseif ($r['offset'] > 1) {
    $r['oai_body'] .= "<resumptionToken/>";
  }

  return NULL;
}

// MAIN ROUTINE
function oai_mainroutine() {

  if (function_exists("fw_initialize")) {
    fw_initialize();
  }

  oai_check_constants();

  $r = array();

  foreach (array('verb', 'set', 'identifier', 'from', 'until', 'metadataPrefix', 'resumptionToken') as $i) {
    if ($_POST[$i]) { $_GET[$i] = $_POST[$i]; }
    $r[$i] = $_GET[$i];
  }

  $r['oai_body'] = '';
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  switch($r['verb']) {
  case 'Identify':
    $err = oai_do_identify(&$r);
    break;
  case 'ListMetadataFormats':
    $err = oai_do_listmetadataformats(&$r);
    break;
  case 'ListSets':
    $err = oai_do_listsets(&$r);
    break;
  case 'ListIdentifiers':
    $err = oai_do_listrecords(&$r, "i");
    break;
  case 'GetRecord':
    $err = oai_do_getrecord(&$r);
    break;
  case 'ListRecords':
    $err = oai_do_listrecords(&$r, "r");
    break;
  default:
    $r['verb'] = NULL;
    $err = array('badVerb', 'illegal OAI verb');
  }

  if (function_exists("fw_finalize")) {
    fw_finalize();
  }

  header("Content-type: text/xml");

  echo <<<END_HEREDOC
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
         http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
END_HEREDOC;

  echo "<responseDate>" . gmdate("Y-m-d¥TH:i:s¥Z", time()) . "</responseDate>";

  if ($r['verb']) {
    echo "<request verb=¥"" . $r['verb'] . "¥"";
    if (! $err) {
      foreach (array('set', 'identifier', 'from', 'until', 'metadataPrefix', 'resumptionToken') as $i) {
        if ($_GET[$i]) { echo " $i=¥"" . htmlspecialchars($_GET[$i]) . "¥""; }
      }
    }
    echo ">".BASEURL."</request>";
  } else {
    echo "<request>".BASEURL."</request>";
  }
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  if ($err) {
    echo "<error code=¥"" . $err[0] . "¥">" . $err[1] . "</error>";
  } else {
    echo "<" . $r['verb'] . ">" . $r['oai_body'] . "</" . $r['verb'] . ">";
  }

  echo "</OAI-PMH>";
}

?>

［付録資料２　makecatalog.pl］
#!/usr/bin/perl

#
# usage: makecatalog.pl [infile] [outfile]
#

if (@ARGV != 2) {
  print "usage: makecatalog.pl [infile] [outfile]¥n";
  exit;
}

open TXT, $ARGV[0] or die "no $ARGV[0]";
open OTXT, ">$ARGV[1]" or die "can't write $ARGV[1]";

$currentpos = 0;
$bkey = '';
$datestamp = '';
$lines = 0;

while(<TXT>){
  chomp;
  if ($_ =~ /^¥[(.*?)¥]/) {
    if ($bkey) {
      print OTXT "$bkey,$datestamp,$currentpos,$lines¥n";
      $lines = 0;
    }
    $datestamp = '';
    $bkey = $1;
    $currentpos = tell TXT;
    next;
  }

  next unless $_;

  $lines++;
  @a = split(/¥t/, $_, 2);
  if ($a[0] eq 'datestamp') { $datestamp = $a[1]; }
}
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print OTXT "$bkey,$datestamp,$currentpos,$lines¥n" if $bkey;
close OTXT;
close TXT;

［付録資料３　oai.php］
<?php

// must be stored in UTF8 encoding

// tinyoaiフレームワークを使ったデータプロバイダ実装の例。
//
//   セット構造の実装はなし。
//   カタログファイルとメタデータデータファイルをあらかじめ準備すること。
//

require 'tinyoai.php.inc';

// フレームワーク内定数のオーバーライド
define ('REPOSITORY_NAME', 'A simple Data provider');
define ('ADMIN_EMAIL', 'yamamoto@nul.nagoya-u.ac.jp');
define ('LIST_MAX', 50);

// カタログファイルの場所
define ('CATALOGUE_FILE' , './data.txt.catalog');
// メタデータファイルの場所
define ('METADATA_FILE' , './data.txt');

// フォーマット一覧。グローバル変数
$formats['oai_dc'] = array(
  'http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/',
  'http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'
);
$formats['testformat'] = array(
  'http://testformat.ac.jp/testformat',
  'http://testformat.ac.jp/testformat/dummy.xsd'
);

// カタログファイル読み込み用
$catalog = array();

// メタデータファイル読み込み用
$datafilehandle = null;

// 初期化。フレームワークが呼び出す
function fw_initialize() {
  global $datafilehandle;
  $datafilehandle = fopen(METADATA_FILE,'r');
}

// 終了処理。フレームワークが呼び出す
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function fw_finalize() {
  global $datafilehandle;
  fclose($datafilehandle);
}

// 使える metadataPrefix一覧を返す。フレームワークが呼び出す
function fw_listmetadataformats($identifier) {

  global $formats;

  while (list($key, $val) = each($formats)) {
  $b .= "<metadataFormat>".
           "<metadataPrefix>$key</metadataPrefix>".
           "<metadataNamespace>$val[0]</metadataNamespace>".
           "<schema>$val[1]</schema>".
           "</metadataFormat>";
  }
  return $b;
}

// カタログファイルを読み込む。2回目は何もしない
function ensure_catalog() {

  global $catalog;

  if (count($catalog) > 0) { return; }

  $f = fopen(CATALOGUE_FILE,'r');
  while ($line = fgets($f)) {
    $a = explode(",",rtrim($line));
    $catalog[$a[0]] = $a;
  }
  fclose($f);
}

// IDに対応する生データを得る。配列のリファレンスとして。
// 連想配列のそれぞれの値が単純配列という感じのものになる。
function & get_rawdata($identifier) {

  global $catalog;
  global $datafilehandle;

  if ($catalog[$identifier] == null) { return null; }

  $raw = array();
  $raw['id'] = $identifier;
  $raw['datestamp'] = $catalog[$identifier][1];

  fseek($datafilehandle, $catalog[$identifier][2]);

  for ($i = 0; $i < $catalog[$identifier][3]; $i++) {
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    $line = fgets($datafilehandle);
    $a = explode("¥t", $line, 3);
    $key = trim($a[0]);
    $val = trim($a[1]);
    if ($key == 'datestamp') { continue; }
    if (array_key_exists($key, $raw)) {
      $raw[$key][] = $val;
    } else {
      $raw[$key] = array($val);
    }
  }
  return $raw;
}

// レコード組み上げ。引数は raw構造体。oai_dc版
function & build_record_oai_dc(&$raw) {

  $rec = array();
  $rec['id'] = $raw['id'];
  $rec['datestamp'] = $raw['datestamp'];
  $rec['set'] = $raw['set'];
  $rec['deleted'] = $raw['deleted'];

  $b = '<oai_dc:dc xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" ' .
          'xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" ' .
          'xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ' .
          'xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ ' .
          'http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">';

  if ($raw['title']) {
    $b .= '<dc:title>' . htmlspecialchars($raw['title'][0]) . '</dc:title>';
  } else {
    $b .= '<dc:title>(no title)</dc:title>';
  }

  if ($raw['creator']) {
    foreach ($raw['creator'] as $i) {
      $b .= '<dc:creator>' . htmlspecialchars($i) . '</dc:creator>';
    }
  }

  if ($raw['publisher']) {
    foreach ($raw['publisher'] as $i) {
      $b .= '<dc:publisher>' . htmlspecialchars($i) . '</dc:publisher>';
    }
  }

  if ($raw['URI']) {

    $b .= '<dc:identifier>' . htmlspecialchars($raw['URI'][0]) . '</dc:identifier>';
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  }

  if ($raw['description']) {
    foreach ($raw['description'] as $i) {
      $b .= '<dc:description>' . htmlspecialchars($i) . '</dc:description>';
    }
  }

  $b .= '</oai_dc:dc>';
  $rec['metadata'] = $b;

  return $rec;
}

// レコード組み上げ。引数は raw構造体。testformat版
function & build_record_testformat(&$raw) {

  $rec = array();
  $rec['id'] = $raw['id'];
  $rec['datestamp'] = $raw['datestamp'];
  $rec['set'] = $raw['set'];
  $rec['deleted'] = $raw['deleted'];

  $b = '<meta xmlns="http://testformat.ac.jp/testformat">';

  if ($raw['title']) {
    $b .= '<title>' . htmlspecialchars($raw['title'][0]) . '</title>';
  } else {
    $b .= '<title>(no title)</title>';
  }

  if ($raw['creator']) {
    foreach ($raw['creator'] as $i) {
      $b .= '<author>' . htmlspecialchars($i) . '</author>';
    }
  }

  if ($raw['URI']) {
    $b .= '<URI>' . htmlspecialchars($raw['URI'][0]) . '</URI>';
  }

  $b .= '</meta>';
  $rec['metadata'] = $b;

  return $rec;
}

// レコード一件分のメタデータを整形して返す。フレームワークが呼び出す
function & fw_getrecord($identifier, $format) {

  global $formats;
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  if (!array_key_exists($format, $formats)) { return OAI_ERROR_NO_FORMAT; }

  ensure_catalog();

  $raw = get_rawdata($identifier);
  if (!$raw) { return OAI_ERROR_NO_HIT; }

  if ($format == 'oai_dc') {
    return build_record_oai_dc(&$raw);
  } elseif ($format == 'testformat') {
    return build_record_testformat(&$raw);
  }
}

// 絞込み条件に一致するレコード一覧を返す。フレームワークが呼び出す。
// カタログファイルを読んで選ぶ。
function & fw_listrecords($format, $from, $until, $set, $offset, $maxrecs) {

  global $formats;
  global $catalog;

  // no support for sets
  if ($set) { return OAI_ERROR_NO_SETS; }
  if (!array_key_exists($format, $formats)) { return OAI_ERROR_NO_FORMAT; }
  if (!file_exists(CATALOGUE_FILE)) { return OAI_ERROR_NO_HIT; }

  ensure_catalog();

  $hit_buf = array();
  $hit = 0;

  foreach ($catalog as $a) {

    if ($from and ($a[1] < $from))   { continue; }
    if ($until and ($until < $a[1])) { continue; }

    $hit++;
    if ($hit < $offset) { continue; } // skip BEFORE offset

    $hit_buf[] = $a[0];

    if ($hit >= $offset + $maxrecs - 1) { break; }  // end loop AFTER maxrecs
  }

  $recs = array();
  foreach ($hit_buf as $i) {
    $recs[] = fw_getrecord($i, $format);
  }
  return $recs;
}

// メインルーチン
oai_mainroutine();
?>
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特　　集

１．はじめに
　国立情報学研究所では次世代の学術情報インフ
ラストラクチャを構築するために，最先端学術情
報基盤（CSI）構築事業を行っている．CSI事業
は物理的なネットワークからバーチャルな研究組
織構築までを含む非常に幅広い個別の事業から成
り立っている．本稿では，CSI事業の概要と電子
認証基盤について紹介する．

２．最先端学術情報基盤（CSI）構築事業
2. 1　CSI 事業の目的
　最先端学術情報基盤（Cyber Science Infrastructure，
CSI）構築事業がターゲットとする領域は，図１
に示すように幅広く，物理的なネットワークなど
のハードウェア，認証システムや大規模計算のた
めのミドルウェア，コンテンツ，およびバーチャ

ルな研究組織の構築など多岐にわたる．これらを
一体として構築することによって包括的な最先端
の学術情報基盤が出来上がり，今後の学術・産業
分野での国際協調に貢献し，さらには国際競争で
も有利な立場に立てると考えられる．諸外国でも
CSI事業に含まれる分野が研究され，実用化され
ている例も少なくない．たとえば欧州の学術ネッ
トワークである GÉANT2 １）や，internet2 が開発
する認証基盤である shibboleth２），JA-SIGが開発
する Single Sign-Onシステムである CAS３），およ
び米国で機関リポジトリを推進する SPARC４）な
どが挙げられる．しかし，これらは個別の研究機
関，研究組織などがそれぞれ行っている場合が多
く，必ずしも有機的に結びついているとは言いが
たい．
　日本の場合には，国立情報学研究所が国内の多
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くの研究機関とともに CSI事業を推進していくこ
とによってそれぞれの分野間の有機的な繋がりを
作るとともに，日本としての標準的なモデルを作
ることにより，CSI事業の成果として構築された
システムをさまざまな研究機関が導入しやすい状
況を作り出し，下記の項目を実現することを目的
とする．
　● 知的技術立国化の加速
　● 新たな ICT産業の創出，および ICT人材育成
　● 国際・産官学の共同研究
　● 大学の社会基盤化の促進
　● 世界最先端の学術研究基盤の実現
　● NAREGI，SINET，GeNiiとの連携
　● 学術資源（コンピュータ，ネットワーク，コ
　　ンテンツ）の安全・安心な共有・利用・流通
　　基盤の実現

2. 2　国内研究機関との連携
　前述のように，CSI事業が目的とするものは幅
広く，かつ専門性を要求されることから，国立情
報学研究所だけでなく，全国のさまざまな研究機
関と連携をとりながら進められている．具体的に
は，国立情報学研究所と大学・研究機関が共同で
学術情報ネットワーク運営・連携本部と学術コン
テンツ運営・連携本部を設置し，前者には７つの
旧帝大，東工大，高エネルギー加速器研究機構な
どの研究機関が，後者には７つの旧帝大，早稲田

大，慶応大，国文学研究資料館などが参画してい
る．学術情報ネットワーク運営・連携本部は，情
報基盤センター（名古屋大学の場合には，情報連
携基盤センター）などの計算資源，ネットワーク
資源を管理・運用する部局のセンター長がメン
バーとなり，次世代学術情報ネットワーク，電子
認証基盤，グリッド環境の整備を目的とする．一
方，学術コンテンツ運営・連携本部は附属図書館
長や情報関連部局長などがメンバーとなり，学術
コンテンツ形成と学術機関統合情報発信システム
の構築を目的とする．それぞれの運営・連携本部
の下部には，より具体的に事業を推進するために，
現在，下記の合計５つの作業部会が設けられている．
　学術情報ネットワーク運営・連携本部
　　・ネットワーク作業部会
　　・認証作業部会
　　・セキュリティポリシー策定作業部会
　　・グリッド作業部会
　学術コンテンツ運営・連携本部
　　・機関リポジトリ作業部会
　本稿で紹介する大学間連携のための全国共同電
子認証基盤（UPKI）は認証作業部会が中心となっ
て推進している．また，いずれの作業部会も単独
で行動しているわけではなく，互いに連携して事
業の推進にあたっている．
　CSI事業の概要はこのぐらいにして，以下では，
本稿のテーマである UPKIの紹介を行う．

図１　CSI事業の概要
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３．大学間連携のための全国共同電子認証基盤
　　（UPKI）
3. 1　UPKI の概要
　UPKIは認証作業部会が中心となって構築が行
われている事業であり，学内認証基盤を相互認証
しあうことで大学間連携を実現することを目的と
する．大学には教育研究用のコンピュータや電子
コンテンツ，学内 LANなどの資源が存在する．
これらの資源を安全・安心に有効活用することが
できれば，最先端学術研究の加速の支援や，学術
人材の流動への対応が可能になる．たとえば，名
古屋大学の教員が他の大学に出張した場合，出張
先の大学の認証基盤では，名古屋大学の教員が本
当に名古屋大学の教員であるかを認証することが
できないし，どのような権限を持っている人であ
るのかを確認することもできない．もし，それぞ
れの大学の学内認証基盤が相互認証しあい，他の
大学の教員や学生であってもその素性を知ること
ができれば，その人にさまざまな資源を安全・安
心に提供することができる．具体的には，無線 /
有線 LANの提供や電子コンテンツの共有，単位
互換などに利用できると考えられる．
　ところで，UPKIとは，どういう意味であろう
か？　GPKI（政府認証基盤）５）や LGPKI（地方
公共団体における組織認証基盤）６），JPKI（公的
個人認証）７）など，さまざまな分野で PKI（公開
鍵認証基盤，Public Key Infrastructure）という技
術が使われるようになってきている．PKIの技術
的な詳細は省くが，この技術を用いることにより，
人間ひとりひとりや役職に，あるいはコンピュー
タ（Webサーバなど）に電子的な証明書を付与す
ることが可能になる．この電子証明書を使用する
と，本人の真正性が証明できるだけでなく，電子
ファイルや電子メールに電子署名を施してデータ
の真正性を保証したり，暗号化したりするという
ことが可能になる．UPKIでは，主にこの技術を
使い，大学（University）の実情に即した汎用的
な（Universal），どこでも（Ubiquitous）使える認
証基盤を構築することを目的としており，これが
UPKIの名称の由来である．ただし，PKIに限定
せず，利用目的に応じた認証技術を幅広く扱う．
なお，便宜上，本原稿の英文表題には「University 
Public Key Infrastructure」と表記した．

3. 2　想定する UPKI の効果
　UPKIは，PKIを利用した学内認証基盤のため
のガイドライン作りと，学内認証基盤の相互認証
による大学間認証基盤の構築，という２つの目的
を持っている．学内認証基盤が構築されるだけで
も学内の情報リソースや電子データ（電子メール
や電子ファイルなど）を安全・安心に利用できる
環境を構築することが可能になるが，これに大学
間認証基盤が加わることにより，下記の効果が期
待できる．

・大学間の相互認証：研究資源・教育コンテ
ンツの有効活用（e-learning，単位互換）
・電子署名・暗号化：情報漏洩・なりすまし
の防止によるセキュリティ強化．研究成果
の真正性の証明．電子決済・電子回覧によ
る効率化
・ネットワークローミング：無線LAN．公衆

Web端末
・グリッドコンピューティング：７大学ス
パコンリソースをCSI上に統合．京速コン
ピュータ時代へ向けての利用者管理基盤

　さらに，副次的な効果としては，大学間連携の
強化が挙げられる．

3. 3　UPKI のアーキテクチャ
　UPKI事業で採用する中心的な認証方法は
PKIである．前述のように，PKIは Public Key 
Infrastructureであるが，PKIにはいわゆる Public
なものと Privateなものが存在する．前者はベリ
サインや NTTコミュニケーションズ，セコムト
ラストシステムズなどが運用する認証局（CA，
Certificate Authority）を利用するもので，身元を
証明し，料金を支払えば誰でも利用できる．後者
は特定の組織内だけで利用できる CAを利用する
ものである．一般向けに公開するサーバ（Webサー
バなど）や，不特定の人とのメールのやり取りに
おいては，Publicな CAから発行された電子証明
書を利用する必要がある．一方，組織内だけに公
開するサーバや，組織内で回覧される電子ファイ
ルに対する電子署名や暗号化では必ずしも Public
な電子証明書は必要ではなく，Privateなもので十
分である．なお，一般的に Publicな電子証明書を
購入するには，発行する枚数に応じた料金が必要
になる．Privateな証明書の場合には，Private CA
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の運用の仕方に依存するが，もし組織内で運用す
るのであれば運用コストのみが必要となるし，運
用をアウトソーシングするのであれば枚数に応じ
た料金が必要になる場合もある．
　UPKI事業では，Public PKIと Private PKIの両
方を併用することを計画している．図２に UPKI
のアーキテクチャを示す．UPKIでは３層の PKI
を考えており，それぞれ一般公開用サーバやメー
ルの署名・暗号化用の Public PKI，学内の学生・
職員などを対象とする Private PKI，およびグリッ
ドコンピューティング用の Private PKIである．
なお，図２では３つの階層が描かれているが，
CAの階層（木構造になっており，上位 CAが下
位 CAを認証する）とは一致しない．各層につい
て，もう少し詳しく説明する．Public PKIの層では，
国立情報学研究所（NII）が設置する Public CAか
ら発行される電子証明書を，Webサーバやメール
クライアント（Thunderbirdや Outlook Expressな
どのメーラー）などに組み入れ，暗号化・署名な
どに使用する．このような Publicな用途に使え
る電子証明書は場合によっては非常に安価で，あ
るいは無料ででも入手できるが，これらの証明書
は，サーバの運営者やメールの受け取り手本人の
存在・真正性を確認しないまま発行されることも
少なくない．一方で，大手の電子証明書発行企業
で発行してもらうためには，非常に手間がかかる
上に，費用も高い．そこで，国立情報学研究所で
は，大学相手であるという制限を設けた上で，大

学の実情にあった発行手順で，比較的安価に存在
性・真正性の確認を行った電子証明書を発行する．
　2番目の階層である「学術系 PKI」とは，各大
学に用意される CAの層である．これによって大
学内向けのサーバとクライアント間の暗号化通信
や，電子ファイルの署名・決済などの大学に閉じ
た用途向けの電子証明書の発行を行う．ただし，
このままではある大学で発行された電子証明書
は，その大学内でしか使用できない．そこで，各
大学の CAを相互認証させることにより，たとえ
ば名古屋大学の職員が名古屋大学で発行された電
子証明書を使って，大阪大学でユーザ認証を受け，
大阪大学の情報リソース（無線 LANやコンピュー
タなど）を利用できたり，学生の単位互換が可能
になったりする．
　３層目のグリッドコンピューティング用の「グ
リッド認証基盤」は，大学に設置されているスー
パーコンピュータを仮想的な巨大なコンピュータ
として使えるようにするためのもので，ユーザ
に Privateな電子証明書を発行することによって，
ユーザはグリッドコンピューティングに参加する
任意のスーパーコンピュータで認証され，自動的
に負荷が低いコンピュータでプログラムを実行さ
せることが可能になる．

3. 4　国立情報学研究所と各大学の役割
　認証作業部会には，国立情報学研究所といくつ
かの大学・研究機関が参画している．それぞれの

図２　UPKIのアーキテクチャ
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役割は，
　国立情報学研究所：UPKIの構築
　大学：学内認証基盤の構築，および UPKI上で
　　　　動作するアプリケーションの開発
となっている．
　名古屋大学の学内認証基盤は，CSI事業が開始
される以前に構築がなされており，実際に学生
や職員が利用している．現在は，PKIは導入され
ていないが，全学 IDとパスワードで本人認証を
行い，名古屋大学ポータル８）や情報メディア教
育センターの端末利用，メールエイリアス実験
サービス９）などで使われている．その他，http://
www2.itc.nagoya-u.ac.jp/center/id.htm に全学 ID で
認証を行うサービスの一覧が公開されている．今
後，ICカードを搭載した学生証・職員証の導入や，
PKIの導入なども計画されており，より安全で，
より使いやすい学内認証基盤になるように検討を
進めている．
　各大学が行うべきもう一つの役割であるアプリ
ケーションの開発について各大学の提案を図３に
示す．名古屋大学からは「ICカードによる公衆
端末の個人専用機化」を提案している．学内のさ
まざまな場所にユーザ認証を行わない設定になっ
ている公衆 PCが存在し，誰がいつ使ったのか分
からない状態となっている．また，このような公
衆 PCで古い OSが稼動している場合には，その
公衆 PCに不特定の人間がソフトウェアをインス
トールできる可能性もある．これは大学として非
常に危険な事態を引き起こす可能性がありうる．
たとえば，SPAMメールやウィルス・メールを撒

き散らすようなソフトウェアをインストールされ
たり，出版社から購入している電子ジャーナルを
大量にダウンロードされたりするかもしれない．
このような事案は，行為者のほかに，大学として
の責任を問われる可能性がある．
　もし，大学が利用資格を与えたものだけが公
衆 PCを使用でき，誰がいつ使ったかが分かれば，
犯罪的な行為の抑止効果があり，万一，犯罪的な
行為が行われたとしても犯人を特定することが可
能になる．そこで，我々は文献10）において，ICカー
ドによる本人確認を行った者だけが利用できる
PC端末を実現するソフトウェアの作成を行った．
このソフトウェアは PC端末にインストールする
だけで任意の LDAPサーバ（ユーザ認証用のサー
バの一種）に接続し，ユーザ認証を行うことがで
きる．もし LDAPサーバとして情報連携基盤セン
ターが運営している LDAPサーバ（全学的なユー
ザ認証を行っている）に接続するように設定すれ
ば，PC端末の管理者はユーザの管理を行う必要
がなくなる．なお，このソフトウェアは情報連携
基盤センターで開発し，無償で配布する予定であ
るので，PC端末の管理者が用意するべきものは
カードリーダのみである．

４．UPKI イニシアティブ
　国立情報学研究所といくつかの大学・研究機関
のみが参加している認証作業部会によって UPKI
事業が推進されているが，本事業の成果として得
られる知見やソフトウェアなどは全国の大学・研
究機関で使えるものにする必要がある．そこで，

図３　国立情報学研究所と各大学の役割
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UPKI構築推進のための認証技術および利用に関
して，仕様の検討・意見交換・情報公開などをお
こなうため，UPKIイニシアティブが組織された．
会員資格は，「大学・短期大学・高等専門学校ま
たは大学共同利用機関等の教職員であること」で
あるが，これ以外の人でも準会員として参加する
ことが可能である．詳細は下記の URLを参照し
ていただきたい．
https://upki-portal.nii.ac.jp

５．むすび
　本文では，CSI事業，および UPKI事業の概要
を紹介した．これらの事業は，特定の大学・研究
機関を対象としたものではなく，日本全国（ある
いは海外も）の大学・研究機関を対象とし，日本
の次世代学術情報インフラストラクチャのモデル
となるべきものである．国立情報学研究所では，
毎年２月末ごろにシンポジウムを開催し，これ
らの事業の広報に努めている．現在，CSI事業や
UPKI事業に関与していない機関も，シンポジウ

ムに参加していただき，忌憚のないご意見を聞か
せていただきたい．また，UPKI事業に関しては，
４節で述べたように「UPKIイニシアティブ」を
組織し，さまざまな機関との意見共有の場を設け
ているので，ぜひ参加いただき，さまざまな機関
での使用に耐えうる成果（知見やプログラム，シ
ステム）の創出にご協力いただければ幸いである．
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ンピュータセキュリティ研究会報告，2006-CSEC-35，
pp.45-50，2006. 12.
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特　　集

１．はじめに
　大学における知的活動の成果を社会に還元する
ことは，大学に課せられた使命である．大学が
有用な学術コンテンツをデジタル化し，インター
ネット上に掲載することは１つの有力な方法であ
る．その際，学術情報に容易に到達するための検
索環境を提供することが望まれる．

　情報検索のアプローチとして，一般に，以下の
２つの方法が考えられる．
１）フルテキスト検索：検索対象文書を構成す

るテキストを単語列とみなし，テキストに
含まれるあらゆる単語列を検索対象とす
る．対象範囲が広く，検索漏れが少ないと
いう利点がある．

名古屋大学Webサイト資源における
Dublin Coreに準拠したメタデータの生成

Metadata Extraction for Web Resources in Nagoya University

１）名古屋大学大学院情報科学研究科
Graduate School of Information Science, Nagoya University

２）名古屋大学情報連携基盤センター
Information Technology Center, Nagoya University

３）筑波大学図書館情報メディア研究科
Graduate School of Library, Information and Media Studies, University of Tsukuba

杉木健二１）　　松原茂樹２）　　逸村　裕３）
SUGIKI, Kenji　MATSUBARA, Shigeki　ITSUMURA, Hiroshi

Abstract
This paper describes a method for efficiently generating the metadata from the scholarly 

document on Web. In this study, we utilized websites resources that were accumulated in 
large quantities by widely collecting scholarly information on Nagoya University. These 
web resources increasingly become more important as a digital library. For the sake of 
generating metadata formalized by Dublin Core Metadata Element Set, our method takes 
the following two steps: First, our method judges the page type of the document by using 
the proper noun such as the organization name or the researcher name, or the link origin 
etc. Next, for generating metadata, our method applies the extraction/generation rules on 
each page type. Dublin Core corresponds to OAI-PMH, which is often used as a protocol 
for the exchange of the metadata, so it is easy to distribute scholarly information among 
the organizations by generating the metadata based on this set.
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２）メタデータ検索：見出しや著者など，文書
に関する特定の要素のみを検索対象とす
る．検索条件を細かく指定しやすく，また，
検索の絞り込みにも適しているという利点
がある．

　検索方法としての両者の間の優劣は，検索対象
となる文書群の性質や入力する問い合わせ，さ
らには，利用者の好みなどにも依存するため，一
概にどちらが優れているとはいえない．一般的な
Web文書を対象とする場合には，計算機の高性能
化を前提としたフルテキスト検索が現実的である
が，学術情報文書のように特定化された文書を対
象とする場合には，利用者の検索目的は限定され，
また，検索に高い機能を要求することが多いため，
メタデータ検索機能の提供が望まれる．
　メタデータ検索環境を実現する上で最も困難か
つ重要な問題は，検索対象となるメタデータの作
成方法である．特に，Web文書のように，規模が
大きく，また，更新も頻繁に行われる文書群に対
しては，メタデータを人手による作業のみで作成
することは現実的ではなく，計算機を利用した効
率的なデータ作成が不可欠である．
　そこで本論文では，Web上の学術文書からメタ
データを効率的に生成するための方法について述
べる．本研究では，名古屋大学Webサイト資源
を対象データとする．これは，大学Web上に散
在する学術情報を広く収集し，大量に蓄積した文
書群であり１），デジタル図書館における重要なコ
ンテンツとなる．従来の図書検索環境と同様に，
学術資源にメタデータを付与することにより，効
率的な管理，及び，多角的なアクセスが可能とな
り，情報の流通性が大いに高まることが期待でき
る．
　本研究では，メタデータセットとして， Dublin
　Core Metadata Element Set２）を NII限定子で拡
張したものを用い，文章からこのメタデータセッ
トの各項目に当てはまるメタデータを抽出するこ
とを考える．このメタデータセットの詳細につい
ては３章に示す．本手法では，まず，組織名や研
究者名などの固有名詞，及び，リンク元のテキス
トを用いてページのタイプを判定し（例：個人の
ページ，組織のトップページなど），次に，タイ
プ別に作成した生成ルールを適用することによ
り，メタデータを作成する．Dublin Coreは，機

関リポジトリのメタデータ交換プロトコルとして
よく用いられる OAI-PMH３）に対応しており，こ
のセットに基づくメタデータを作成することによ
り，機関同士での学術情報の流通が容易になる．
　国立情報学研究所（NII）では，各大学等で登
録されたメタデータを用いてデータベースを構築
し，Web上に存在する学術情報のポータルサイ
ト「大学Webサイト資源検索（JuNii）」を運用し
ている．しかし，機関ごとの登録件数は十分とは
言えず，2006 年２月現在で機関すべての登録件
数は約７万５千件となっている．メタデータを人
手で作成する手間を考慮すると，人手による作業
のみで大規模データベースを構築することは難し
い．本研究では，半自動的にメタデータを生成す
ることにより，新たな構築方法の提案と実践を目
指す．
　本論文の構成は以下の通りである．２章では，
名大Webサイト資源について述べる．３章では，
メタデータセットの仕様について説明する．４章
では，収集したWebデータにメタデータを生成
する方法について概説し，５章でメタデータ生成
実験の概要と結果を報告する．

２．名古屋大学 Web サイト資源
　名古屋大学情報連携基盤センター学術情報開発
専門委員会情報流通ワーキンググループでは，名
古屋大学が保持する学術情報に対して，情報技術
（IT）を駆使した効率的な利用環境の開発を推進
している．情報流通は，情報の収集，加工，発信
という３つのプロセスから構成され，それらが密
接に関係づけられることにより，大きな効果が得
られる４）．本ワーキンググループでは，情報流通
を支えるこれらの３つのプロセスに着目し，Web
サイト上の文書を対象に，以下の活動を行ってい
る．

学術情報の収集　名古屋大学内のWeb資源の
アーカイブ化を，Webハーベスティング実
証実験と称して定期的に実施している１）．名
古屋大学が法人化した 2004 年４月にアーカ
イブを開始してから，すでに計６回の作業を
完了しており（2006 年 12 月現在），それら
はすべてストレージサーバ上に蓄積されてい
る．

学術情報の加工　収集したWebデータの組織
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化として，WebファイルをWebディレクト
リ上に分類した５）．Webディレクトリは，ディ
レクトリ階層の深さ，ディレクトリの種類，
ディレクトリの名称等を考慮して設計した．
現在，176 ディレクトリへの 11,243 ファイル
の分類を完了している６）．

学術情報の発信　収集した学術情報データの効
率的な利用環境を提供するため，マルチアク
セス機能を備えた情報検索システム Plum（プ
ラム）を開発している７）．Plumの検索イン
タフェースを図１に示す．現在のところ，キー
ワード検索，カテゴリ検索，アーカイブ検索，
研究者検索の機能を実現しており，ユーザは，
その利用目的に応じてアクセス手段を選択す
ることができる．

　本研究では，2005 年 10 月のハーベスティング
実験で収集したアーカイブデータに対してメタ
データの生成を試みた．対象ドメインの総数は
541，収集したファイルサイズの合計は約 106GB，
ファイルの総数は約 100 万であった．このうち，
本研究では，30 万件の Web ページ（text/html）
を用いた．生成したメタデータは，データベース
化し，名古屋大学学術機関リポジトリ８, ９）など
とともに，現在，名古屋大学 AKF10）にて公開さ
れている．また，これらのメタデータを，高機能
検索ための実験データとして利用することを予定
している．

３．Dublin Core に基づくメタデータセット
　本研究では，Dublin Core† 11）（以下 DC）に
基づくメタデータセットを定義する．DCは，

電子化された情報資源のためのメタデータ規
格であり，15 個の要素（Title, Creator, Subject, 
Description, Publisher, Contributor, Date, Type, 
Format, Identifier, Source, Language, Relation, 
Coverage, Rights）が定義されている．また，こ
れらの要素を詳細に記述するために，ヨミ
（Transcription）や別名（Alternative）などを表す
修飾子，また，NDC（日本十進分類）や URLな
どの限定子が定義されている．本研究では，さら
に NII限定子を加えたメタデータセットを定義し
た．メタデータセットを表１に示す．DCの基本
的な項目に加え，Subject，Type，Coverage要素に
対して NII限定子を設定した．NII限定子につい
ては文献 12）を参考にされたい．以下では，これ
ら要素と修飾子，限定子の組見合わせを「要素．
修飾子．限定子」と表記する（ただし，修飾子，
限定子以下の項目がなければピリオドを省略す
る）．例えば，Title.Transcription，Identifier..URL，
Coverage.Spatial.NIIなどと表記する．
　DCは，デジタル図書館リポジトリ間の相互運
用のためのメタデータ収集プロトコル The Open 

表１．本研究で用いるメタデータセット

図１．名大Web資源サイト Plum

　
†ここでの Dublin Coreは，正式には Dublin Core Metadata 
Element Set（DCMES）である．
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Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
（OAI-PMH）９, 11）に対応しており，本研究では，
生成したメタデータをリポジトリとして公開する
ことを想定し，DCに準拠したメタデータの作成
を目指す．

４．メタデータの生成方法
　メタデータ生成方法の概要を図２に示す．本手
法は，３つのフェーズ：
１．ページ収集とデータベース作成
２．ページのタイプ判定
３．メタデータの生成
からなる．まず，大学内のWeb ページを収集し，
研究者名や組織名などの固有名詞データベース，
及び，アンカーテキストとリンク先 URLを保持
したリンク情報データベースを作成する．続いて，
作成したこれらのデータベースを利用して，Web 
ページのタイプを特定する．タイプは，Type..
NII，つまり，学術情報の種類であり，例えば，
研究室のトップページ，研究者個人のページなど
である．タイプを特定した後で，タイプ別に設
定したルールに基づいて Title，Publisher，Creator 
などの要素を付与することにより，メタデータを
生成する．
　本節の以下では，メタデータ生成の詳細につい
て述べる．

4. 1　ページ収集とデータベース作成
　前処理としてWebページの収集，固有名詞デー
タベース，リンク情報データベースを作成する．
以下に各処理について示す．

大学内 Web ページの収集　大学内のWebペー
ジを収集する．収集にはクローラ（ソフトウェ
アロボット）を用い，リンクをたどりながら
学内のWebページを収集する．

固有名詞データベースの作成　組織，研究科，
研究者の固有名詞データベース（日本語名，
日本語のヨミ，英語名）を作成する．組織，
研究科の名称の数は少数であるので，人手で
作成する．研究者の名前は，学内で公開され
ている研究者データベースから研究者名とヨ
ミ，英語名を抽出する．

ドメインと NII 主題語彙集との対応付け　NII
主題語彙集は，Subject..NIIを付与するときに
用い，ドメインごとに NII主題語彙集と対応
付ける．抽出した各ドメインに対して，NII
のメタデータ語彙集の１つである主題語彙集
との対応付けを人手で行う．

リンク情報データベースの作成　収集したWeb
ページから，アンカータグの URLとテキス
トを取得し，それら２つの組を保持したリン
ク情報データベースを作成する．このデータ
ベースにより，リンク元の URLがその URL
をどういったテキストで参照しているかが瞬
時にわかる．

4. 2　ページのタイプ判定
　メタデータを作成するページのタイプを表２に
示す．本研究では，NII資源タイプ語彙集のうち，

図２．メタデータ生成手法

表２．本研究で扱うページのタイプ
（NIIメタデータ語彙表（一部））
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個人のページ，研究室のトップページ，図書館・
室トップページ，機関，下部組織トップページ，
機関広報資料を対象とした．
　メタデータ上では，タイプ（Type..NII）を“第
１階層−第２階層”と表記するが（例えば，“研
究者情報−個人のページ”），以下では，Webペー
ジのタイプを NII語彙集の第２階層のみで表記す
る．これらのタイプに基づいて，タイプ別にWeb
ページを取得し，分類した．「個人のページ」,「機
関トップページ」など，固有名詞データベースが
利用できる場合は，固有名詞が含まれるページを
取得し，さらに，これらのページの中から，アン
カーテキストに固有名詞の含まれているページの
リンク先 URLを取得した．これは，アンカーテ
キストに固有名詞を用いている場合は，リンク先
がその固有名詞に強く関連していると考えられ，
ほとんどはその固有名詞を表したページであると
仮定しているためである．つまり，リンク先は個
人のページや機関トップページを示すであろうと
予想する．取得した URLのうち，最も数が多い
ものを取り出し，さらに，リンク先に固有名詞が
含まれるものを取り出すことにより，不適切な
ページを除去している．
　「下部組織トップページ」や「研究室トップペー
ジ」など，固有名詞データベース中に名称が含ま
れないページを取得する場合は，アンカーテキス
トに「専攻」「講座」「研究室」などのキーワード
が文末に含まれるリンク先の URLを取得し，さ
らに，リンク先のページのタイトル，ヘッダタグ，
もしくは先頭 300 字以内にこのキーワードが含ま
れるものを取得することで対処する．
　これらのタイプ以外（図書館・室トップページ，
機関広報資料）のページについては，人手でペー
ジを取得した．

4. 3　メタデータの生成
　タイプ別に取得されたページからメタデータの
各項目を生成する．タイプ別に作成したメタデー
タ項目設定ルールを適用する．

4. 3. 1　Title, Creator, Publisher
　ページのタイプごとに Title，Creator，Publisher
を生成する．以下に，各タイプにおけるこれらの
項目の設定を示す．

組 織 ト ッ プ ペ ー ジ　Title, Title.Alternativeは，
組織の名称，英語名を固有名詞データベース
から付与する．Title.Transcriptionに付与する
組織名の読みは，日本語形態素解析システム
茶筌 12）を用いて付与した．茶筌には，あら
かじめ固有名詞データベースから人名や組織
名の辞書を追加した．Publisher，Creator項目
も同様に，組織名を付与する．Webページ
の Titleタグ，もしくは H1 タグのテキストを
Title.Alternativeに設定する．Titleではなく
Title.Alternativeに設定するのは，タイトルの
書き方がページごとに異なり，タイトルとし
ては必ずしも適切でない場合も考えられ，簡
潔で，かつ，統一的なタイトルを付与するた
めである．

個人ページ　「組織トップページ」とほぼ同様
であるが，Publisherが組織の場合と，研究
者の場合という２通りが考えられる．つま
り，組織が作成した研究者リストのような場
合は，Publisherを組織として設定し，個人が
作成した場合は個人を Publisherとすること
が望ましい．そこで，あらかじめ組織の研究
者ページの URLを登録し，マッチすれば組
織名を設定し，それ以外の場合は研究者名が
Publisherとなるように設定することにより対
処する．

下部組織トップページ　下部組織名は固有名詞
データベースに含まれていないので，下部
組織の正式名称を取得する．そこで，ページ
中から「研究科」,「専攻」などのキーワー
ドが含まれるテキストを抽出し，これらのテ
キストを結合することにより，できるだけ正
式な組織名となるように補完する（例えば，
「○○研究科○○専攻」）．作成した組織名を
Title，Publisher，Creatorにそれぞれ設定する．
「図書館・室トップページ」の場合も，同様
の方法を用いる．

研究室トップページ　「研究室」が含まれるテ
キストを取得し，このテキストの前に，固有
名詞データベースから取得した研究科名を付
与することにより研究室の名称とする．英語
名の作成は，研究室名と同じ研究者名を探索
し，英語名を取得する．先頭に，研究科の
英語名，末尾に文字列“Lab.”を付け加えて
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英語名とし，“Title.Alternative”，“Publisher.
Alternative”，“Creator.Alternative”を設定する．
ただし，研究室名が研究者の名字でない場合
は，これらの項目を設定しない．

機関広報資料　Titleはタイトルタグか H1 タグ
を設定する．Publisher，Creatorは同一ドメイ
ンの組織と同様の Publisher，Creatorを付与
する．Relation.isPartOf.URLをその組織のトッ
プページの URLに設定する．

4. 3. 2　Description
　Description項目は，ページのタイプにかかわら
ず同一の方法で要約を作成する．本研究では，重
要であると思われるフレーズを抽出し，これらの
フレーズを提示することによりページの要約とす
る．以下に要約方法を示す．
　まず，ページを各タグとそのタグに囲まれたテ
キストの組に分割する．メニュー，見出しなどが
画像で記述されている場合も多いので，IMGタ
グのALT属性の値もテキストとして扱う．ヒュー
リスティックな削除ルールを適用し，最終的に
300 字以下となるように要約を生成する．以下の
１から順に 14 個の削除項目に適合するテキスト
を削除する．
１．「English」， 「here」， 「日本語」， 「ジャンプ」，
「戻る」など本文の内容に関連しないテキ
スト

２．「・」，「：」，「■」などの記号
３．バイト数が３バイト以下のテキスト
４．テキストが文であるものを削除するために，

助動詞，代名詞，句点を含むテキスト
５．先頭が「の」で始まるテキスト，最後が「へ」，
「が」，「の」で終わるテキスト

６．「について」，「のページ」などの文字列
７．括弧と括弧内のテキスト
８．「TEL」，「FAX」，「電子メール」など連絡

先を表すテキスト
９．文末のコピーライト（“&copy”， “（C）”など）

が出現するテキスト
10．リストタグ内に出現するリストタグ
11．アンカータグの次に出現するリストタグ
12．Webページのドメイン外へリンクを張って

いるアンカータグ
13．他のタグと重複しているテキスト

14．上記のルールを用いても 300 字以上である
場合，後方のタグを削除し 300 字以下にす
る

　最後に，各テキストをコンマで区切ることによ
り要約とする．Descriptionの生成例を図３に示す．

4. 3. 3　その他の項目
　上記で示した以外の項目の設定について説明す
る．

 ●Identifier..URL：Webページの URLを設定す
る．

 ●Subject..NDC：本研究では NDCの分類につ
いては考慮していたいため，すべて377（大学 , 
高等・専門教育，学術行政）と設定する．

 ●Coverage.Spatial.NII：Webページ中に県名が
含まれていればそれを付与し，それ以外は日
本とする．

 ●Source..URL：ページを収集し，蓄積している

名古屋大学附属図書館Webサイト
（http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/）

図３．Description生成例



− 46 − − 47 −

サーバの URLを設定する．
 ●Language..ISO639-2：文字コードを自動判別
し，設定する．

 ●Date：収集元のWebサーバからページを取得
するとき，HTTPヘッダに Last-Modified項目
があればその日付を設定する．

 ●Type..DCMI：“text”と設定する．
 ●Format..IMT：本研究では HTMLのみを対象
としているので “text/html” と設定する．

 ●Relation.hasVersion.URL：ページのアンカーテ
キストに“English”，“英語”などのテキスト
が含まれていれば，そのリンク先 URLを設
定する．

 ●Relation.isReferencedBy.URL：ページのリンク
元がメタデータを生成したページであれば，
その URLを設定する．

５．メタデータ生成実験
5. 1　実験の概要と結果
　名古屋大学のWebサイト資源を用いて，メタ
データ生成実験を行った．表３に，収集した学内
のWebサイト資源から取得できたメタデータの
合計数をタイプ別に示す．ページのタイプを判
定し，メタデータが生成できたページ数は 932 で
あった．そのうち，半自動でタイプ判定を行った
ものは 893 ページ，人手で行ったものは 39 ペー
ジであった．作成したメタデータの例を図４に示
す．この例の場合，タイプは「機関のトップペー
ジ」であるので，Title，Creator，Publisher項目
は組織の名前とし，また，修飾子 Transcription，
Alternativeにはそれぞれヨミ，英語名を付与して
いる．Subject..NDCはドメインごとに設定した「情
報学」を付与している．Description項目は，ペー
ジを要約した結果，1,225 字から 207 字（要約率
17%）となり，このテキストを付与している．

図４．Webページとそのメタデータの生成

情報科学研究科のWebページ
（http://www.is.nagoya-u.ac.jp/）

表３．タイプ別メタデータ生成



− 48 − − 49 −

5. 2　考察
5. 2. 1　Web ページのタイプ判定
　本手法では，ページのタイプ判定として，固有
名詞や特定のキーワードがアンカーテキストに含
まれているかどうかにより判定している．実験の
結果，それらが含まれているものは，学内の研
究者数や研究室数と比較するとかなり少ない．リ
ンク元ページのアンカーテキストに固有名詞が含
まれておらず，今回取得できなかったページも多
く存在すると考えられる．また，「個人のページ」
を判定する場合，研究者名のリンク先が「個人の
ページ」ではなく「研究室トップページ」となっ
ているページが多く見られた（もちろん，「個人
ページ」と「研究者のページ」が同一のページの
場合もある）．よって，アンカーテキストのみを
考慮するのではなく，前後のテキストからも固有
名詞やキーワードを探索する，もしくは，構造
的な特徴などのWebページの特徴を捉えるなど，
より多くの情報を用いる必要があると考えられ
る．

5. 2. 2　Description
　本研究では，単純なヒューリスティックルール
を用いることにより，Descriptionの生成をした．
図２，図３で示したように，Descriptionがページ
の内容を要約しているのは，キーワードや句が
ページの概要を示していることが多い，あるい
は，ページの構造が比較的うまく抽出できている
場合である．本手法では，単純にフレーズを抽出，
リスト化し，それを要約とした．これは，文とし
てではなくタグの階層に基づいたキーワード（フ
レーズ）の羅列として内容を表現するWebペー
ジが多く，特にサイトのトップページは，サイト
全体の内容をフレーズが端的に表現している場合
が多い．よって，ページの要約は，重要なキーワー
ドを抽出するという手法が適していると思われ
る．抽出したフレーズを組み合わせて自然言語文
とすることができれば，現在人手で行っている要
約とほぼ同等の内容になると思われる．ところが
一方，Descriptionがうまく生成できなかったペー
ジも存在した．これらは，画像や flashを用いた
ページ，もしくは，タグを用いて階層化されてい
ないページなどである．これらの場合，要約が極
端に短くなる，もしくは，ページの重要でない部

分が抽出されてしまう場合があった．

６．まとめ
　本研究では，名古屋大学Webサイト資源１）に
対するメタデータの生成方法について述べた．本
手法では，まず，収集したWebサイト群から固
有名詞データベース，リンク情報データベース
を作成し，これらのデータベースを用いてペー
ジのタイプ判定を行なった．各タイプ別に設定
したルールをそれぞれのページに適用し，Title，
Publisher，Creator，Descriptionなどの項目を自動
的に生成した．名古屋大学内のWebページを対
象に実験を行った結果，学術情報に関するWeb
ページに対して Dublin Core形式のメタデータを
生成できたことを確認した．
　今後は，より多くのタイプを対象にメタデータ
を生成することを考えている．また，現在のメタ
データの項目は必ずしも十分であるとはいえない
ので，Subject..NIIなどの各メタデータ項目の内
容を充実させるとともに，より完成度を高めてい
く必要がある．デジタルライブラリにおけるメタ
データとは，その機関がどのような学術情報資源
を保持しているかを示す重要なものであり，メタ
データは正確に記述されるべきである．しかし，
本研究では，生成したメタデータの評価は行って
おらず，今後，メタデータの品質，及び，信頼性
を評価する必要がある．
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特　　集

１　はじめに
　コースウェア（Courseware）の意味は何か，と
問われて正しく答えられる人は何人いるであろ
う．
　インターネット上の辞書で検索すると，「学習
の意図や手順を重視した教育ソフト」あるいは「教
育の指導方法を提供するコンピュータ・ソフト」
など教育ソフトウェアという意味が書いてある１）．
しかし，本来の意味は教育ソフトウェアではない．
本稿でも，そのような意味では用いない．
　もともと，コースウェアとは，授業中に配布さ
れるシラバス，講義スケジュール，講義ノート，
参考資料，小テストなど一連の教材を指す２）．
　1990 年代に学校にコンピュータが導入される
ようになると，これら一連の教材が CD-ROMな
どでまとめて配布，利用されるようになった．
当然だが，この教材キットを有効に活用して教
育効果を高めよう，自学自習教材として活用し
ようということになってくる．Computer Asisted 
Instruction（CAI）と呼ばれているものがそう

である．さらにインターネットが普及してから
は，WBT（Web Based Training），そして現在では
WebCT（Web Courseware Tool）などの eラーニン
グプラットフォームで電子化された教材が活用さ
れている．これらの流れから教育用ソフトウェア
として認識されるようになったのだろう．
　オープンコースウェア（OpenCourseWare: OCW）
のコースウェアには，教育ソフトウェアという意
味は含まれていない．ソフトウェアでは無く，あ
くまでも「教材」をまとめた教材キットである．
　では，オープンコースウェアのオープンとは何
を指すのだろう．
　オープンコースウェアのオープンとは「オープ
ンソース」のオープンを指している．オープンソー
スからは，ソフトウェアのソースコードを無償で
公開することが連想される．しかしながら，実際
には，ソフトウェア著作者の権利を守ることを前
提にしている場合が多い３）．オープンソースでは，
ソフトウェア著作者の権利を守りつつも，ソフト
ウェアのソースコードを無償公開することで，よ

名大の授業

Nagoya University OpenCourseWare
http://ocw.nagoya-u.jp

名古屋大学エコトピア科学研究所
EcoTopia Science Institute, Nagoya University

山里敬也
YAMAZATO, Takaya

Abstract
The Nagoya University OpenCourseWare Committee is currently working to make 

some of the university's teaching materials openly available for instructors, students and 
self-directed learners around the world via the Internet. In this report, OpenCourseWare 
activity in Nagoya University is introduced.
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り良いソフトウェアの開発を行うことを目指して
いる．
　オープンコースウェアはオープンソースの
「オープン」と「コースウェア」からなる造語で，
コースウェア（教材）をオープン（著作者の権利
を守りつつ教材の使用あるいは改良の許諾条件を
与える）にしていくこと，との意味になる．オー
プンソースと同じように，公開することで良い意
味でのフィードバックが期待でき，結果として教
育の質の向上を目指している．
　本稿では，名古屋大学におけるオープンコース
ウェアに関する取り組みについて紹介する．

２　オープンコースウェア
　オープンコースウェアは，シラバス，スケジュー
ル，講義ノート，課題，試験，参考資料などの教
材をデジタル化し，インターネット上に無償で
提供していく活動である４）．この活動は米国マサ
チューセッツ工科大学（MIT）によって進められ
ているプロジェクトである５）．2001 年４月，MIT
はニューヨークタイムズ紙に OCW構想を発表し
た．その反響は大きく，その後，OCW活動は全
世界に広がっている１  ６）．
　日本においては，2005 年５月に，大阪大学，
京都大学，慶應義塾大学，東京大学，東京工業大学，
早稲田大学の６大学により日本 OCW連絡会が発
足した．５月 13 日の合同記者会見には，これら
６大学の学長または副学長が出席し会見が行われ
たことは記憶に新しい７, ８）．その後，2005 年 12 
月には名古屋大学，九州大学，北海道大学が日
本 OCW連絡会に加盟，2006 年４月には，日本
OCW連絡会を発展的に解消し，日本オープンコー
スウェアコンソーシアムが発足している９, 10）．

2. 1　名古屋大学の対応
　名古屋大学には 2004 年 10 月にMITの宮川繁
教授からコンタクトがあった．直接，平野眞一総

長のところでは無く，まず，情報科学研究科の末
永康仁教授を通して話があった．宮川教授は既に
大阪大学，京都大学，慶應義塾大学，東京大学，
東京工業大学，早稲田大学の総長と面会済みで、
これらの大学に OCWコンソーシアムへの参加を
働きかけていた．その一環として，2004 年 11 月
15 日に慶應大学にて OCWワークショップが開
催された．このワークショップには，先の６大学
に加え，名古屋大学，北海道大学，東北大学，九
州大学にも参加要請があった．これが，本学での
始まりである．このワークショップの目的は，ず
ばり，OCWコンソーシアムへの参加要請である．
その後，非公式な連絡会が数回あり，最終的には
2005 年５月に先の６大学が OCWコンソーシアム
への参加を表明，そして日本 OCW連絡会が設立
された．
　2004 年 11 月には名古屋大学にも参加要請が
あったのに，なぜ６大学と歩調を合わせなかった
か．
　理由は簡単である．

教材を無償公開して，いったいどんな意義が
あるのか．それは名古屋大学にとって価値の
あることなのか．

　この問いに対する答えを見いだせてなかったた
めである．

2. 2　名古屋大学オープンコースウェア委員会の
　　  設立
　さて，OCWコンソーシアムへの参加用件とし
て次が求められていた４）．

 ● 参加する場合，遅くとも 2005 年 3 月までに
は表明すること．

 ● 少なくとも 10 の授業の教材（パイロットコー
ス）を公開すること．

OCWコンソーシアムへの参加表明とは，平
野総長のサインがある MoU（Memorandum of 
Understanding）をMITまで送付することである．
　名古屋大学として OCWコンソーシアムへの参
加は，山本一良情報メディア教育センター長を中
心に検討がなされたが，時期尚早である，との判
断がなされ，2005 年５月時点では参加しないこ
とになった．

　
１　2007 年２月現在の国別の OCWコンソーシアムメン
バー校の数は次のとおり．オーストラリア１，カナダ
１， 中 国（China Open Resources for Education（CORE））30，
コロンビア１，フランス１，日本（JOCW）10，メキ
シコ１，オランダ１，サウジアラビア１，南アフリカ
１，スペインおよびポルトガル（Universia OCW），タイ
１，イギリス１，アメリカ 12，ベネズエラ２，ベトナム
（VietnamOpenCourseWare）14
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　しかしながら，先行６大学については教育担
当の理事（副総長）を中心に学内に OCW委員
会あるいはそれに類するものが設立されており，
OCWコンソーシアムへの参加を前提に準備がす
すめられていた．本学としてもほってはおけない，
ということになり，OCWについて検討する組織
を立ち上げることになった．
　名古屋大学オープンコースウェア委員会は委員
長に若尾祐司理事（当時）をお迎えし設立される
ことになった．まずは，OCWコンソーシアムへ
参加すべきか否かを判断する，ということを課題
とし，関連の深い４部局，すなわち，高等教育研
究センター，情報メディア教育センター，附属図
書館，情報連携基盤センターの教員からなる委員
会が発足した．また，仮に，OCWコンソーシア
ムへ参加する，となった場合には参加用件であ
る 10 のパイロットコースを作成しなければなら
ない．これを行うために，オープンコースウェア
委員会の下に先の４部局の若手教員を中心にWG
が組織された．
　WGでは本学の全教員（2005 年６月の調査時
で総数 1,819 名）のホームページを全て調べ，教
材を公開できる教員が何人ぐらいいるのか調査し
た．予想に反し，何らかの授業資料を公開して
いる教員は多くいた．その中から，可能性が高
い候補者を 55 名選出した．そこから，さらに絞
り込みを行った．絞り込みは OCWとして教材を
公開することを前提にして行なった．すなわち，
OCWの公開フォーマットである講義ノートがあ
り，また，学部の偏りが無いよう配慮して，最終
的には 18 名の方を候補者として選出した．
　実は，選出および絞り込みに関して公開されて
いた資料の内容は考慮していない．なぜか？

　　どれも，素晴らしいのである．

　この時点で，我々は OCWコンソーシアムに参
加するか否かは別にしても，このような素晴らし
い授業実践を行っている教員の教材を公開するこ
とは名古屋大学にとって意義深いものであり，む
しろやるべきである，と思うようになった．
　教材を公開するサイト名を「名大 OCW」で無
く「名大の授業」としたのも，この理由による．

2. 3　「名大の授業」の公開
　ポテンシャルはある，ということは確認された
が，候補者全員が教材の公開に賛同してくれると
は限らない．また，先の調査は，既に教材が公開
されているという意味でWGの作業量が小さい，
という観点で選出した面もあり，名古屋大学の特
色が全面に出ているわけでない．そこで，各学部
長に候補者を推薦して頂くことにした．ここでも，
何名ご推薦下さるのか不明であり心配したのだ
が，最終的には，WG推薦者も含め，合計 25 名
の先生方から内諾をもらった．さっそく，内諾頂
いた先生にコンタクトを取り，説明に行った．皆
さん好意的であり，こちらとしては嬉しかった．
　2005 年８月末でここまでできた．
　後は，教材を電子化し，サイトを作るのみであ
る．これには，学生アルバイトによるサポートの
皆さんにお世話になった．８月末から約２ヶ月で
10 コースについては公開できる状態にまでサイ
トを作り上げてもらった．
　2005 年 10 月の役員懇談会で OCWコンソーシ
アムへの参加が決定し，2005 年 11 月には学内公
開を開始した．12 月 21 日には平野総長へ説明に
いき，OCWコンソーシアムへの参加をご了解頂
いた．外部公開は 12 月 27 日，また報道各社へは
同日開催された教育記者懇話会にて発表され
た 11, 12, 13）．
　お陰様で「名大の授業」は，公開以来，毎月
８千人以上の訪問者がいる人気サイトになった．

３　「名大の授業」の意義
　さて，「教材を無償公開して，いったいどんな
意義があるのか．それは名古屋大学にとって価値
のあることなのか．」に対する答えである．
　オープンコースウェア委員会およびWGでも，
いろいろな議論があったが，集約すると次の３点
になる．

 ● これまで知られていなかった名古屋大学の教
育の一端を広く情報公開できる（知の社会還
元）

 ● 広く学外からフィードバックが集まれば，そ
れによって教育の質の向上が期待できる

 ● 教員と学生，教員と学外者，そして教員同士
の交流・インタラクションが期待できる

　大学の研究活動は論文や本あるいは報道発表な
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どでも活発に行われている．これに対し，大学教
育については充分な情報公開を行ってきたとは言
えない．たとえば，入学を希望する者に対して入
試情報はいろいろと入手できるが，どんな先生が
どのように授業をするのか，については殆ど公開
されていない．また，教員にとっても他の教員が
どのように授業を行っているのか分からない．
　そもそも大学のもつ社会的使命として知識の還
元がある．学問の府としての大学の役割が教育活
動による人材育成と研究活動にあることに異存の
ある人はいないであろうが，同時に，情報（知識）
発信していくとの使命をもっているとの認識をも
つ者は多くはいないのではないか．特に，教育面
においての情報公開はあまりなされておらず，ど
ちらかといえば授業の内容や実践法などについて
は閉鎖的であった．教育内容の質的向上を目指し，
FDや学生アンケートによる評価なども行われて
いるが，実際には教員自身の努力でしか教育内容
の向上は行われない．
　このような現実を考えると，優れた授業実践を
行っている授業を公開することで多くの教員の目
に触れ，それを参考に自らの授業内容が改善でき
るような環境を整える方が，はるかに効果がある．
しかし，それだけでは不十分である．
　これまでも授業資料を公開している教員は多く
いた．しかしながら，認知度が低ければ，単に受
講者への通知サイトでしかなく，授業内容の質の
向上という意味での他への波及効果は望めない．
さらに，それぞれの教員は独自のフォーマットで
公開している．つまり他との統一性は無い．これ
では何が優れているのか分かりにくい．
　教材の公開が OCWの枠組みでまとめられる
と，フォーマットが統一されるだけで無く，ひと
つのサイトでいろいろな授業教材をみることがで
きるようになる．こうなると，認知度も自ずと上
がって来るであろうし，検索ランクも上がるだろ
う．訪問者にとっても便利なサイトになる．
　認知度が上がると，教材を公開している教員だ
けでは無く，その周りの教員への（良い意味での）
波及効果も期待でき，これが教育の質の改善に繋
がっていく．特に「名大の授業」のような認知度
の高いサイトでの教材公開は，本学だけにとどま
らず，他大学 OCWサイトとも比較されることに
なり，教員の意識は自ずと高まるであろう．これ

は，オリジナリティのある，質の高い授業へシフ
トしていくきっかけにもなっていくだろう．その
ような授業自体が名古屋大学にとっての財産にな
る．
　学外の利用者にとってもメリットは大きい．
　まず，名古屋大学への受験を希望する者にとっ
ては，実際の授業教材が公開されていることの意
味は少なくない．これまでのような，単に偏差値
によって大学あるいは学部を決めるのではなく，
授業内容自体も選択肢のひとつになってくるであ
ろう．大学院への進学を希望する者にとっては，
そこで行われている研究内容に加えて，実際に提
供されるであろう教育内容も判断材料になる．目
的意識が明確な社会人にとっては，なおのことで
あろう．
　このように，オリジナリティあふれる授業，地
域に密着した授業，より専門性の高い授業，ある
いは，先端研究に密着した授業などは，大学をア
ピールする上での重要な項目のひとつになりうる
であろう．これら特色ある授業は，その授業教材
を公開することで初めて認知されるものである．
　学問領域が広がり，かつ，その進展が早い現代
において，専門領域は細分化され，境界領域ある
いは新たな領域も増えている．これらに対する教
育ニーズも高まるなか，質の高い教育情報を伝え
ていくことは名古屋大学の使命のひとつと考えて
も良いのではないか．

４　まとめ
　教育の情報化がすすめられている 14）．しかし
ながら，教育の情報化として進められているのは，
インターネット上の情報をどのように活用するの
か，あるいはそれを利用してどのような教育を行
うのか，などであり，教育のオープン化の視点が
無い．むしろ，情報環境の整備に力が注がれてい
る．小中高が対象なので大学は関係無い，とはね
つけても良いのだが，苦言を述べたくなるのは私
だけだろうか．情報環境の整備とその利用法の修
得だけでは不十分なのである．
　広く教育を公開することで学内外の方々とイン
タラクションを持ち，それによって教育の質の向
上を目指す．そのために ICTを活用する．優れ
た教育実践を行っているのであれば，なおのこと，
それを広く公開するのが良い．
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研　　究

Ⅰ．はじめに
　図書館を利用する学生の情報ニーズには、与え
られた課題のレポートや論文作成といった締切り
があり提出物を伴うものだけでなく、日常の学生
生活の中で生じた興味関心や問題の解決を目的と

したものがある。従来の情報利用行動研究の多く
は、前者の情報行動の文脈を前提として行われて
きた。そして図書館における情報システムや情報
サービスは、その研究結果から導き出された理論
やモデルにもとづいて構想されてきた。

短期大学図書館における情報探索行動：
目次を付与した OPACのログ分析と検索実験をもとにして

Information Seeking Behavior at College Library: 
Based on Log Analysis of OPAC using a table of contents and 

Search Experiment

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

２）筑波大学大学院図書館情報メディア研究科
Graduate School of Library, Information and Media Studies, University of Tsukuba

種市淳子１）　　逸村　裕２）
TANEICHI, Junko　ITSUMURA, Hiroshi

Abstract
Using an OPAC (Online Public Access Catalog) that provides search access points with 

a table of contents at a college library, we implemented analysis of OPAC access logs and 
a search experiment. We examined information seeking behaviors by taking advantage of 
OPAC. We conducted the analysis by paying particular attention to the effects on seeking 
behaviors of differences in experience in using search engines. As a result of our research, 
three things have become clear. 1) It is typical that the students combine one or two words 
to make a search term and they have a tendency to use free terms frequently. 2) In more 
than half of the search results, the search terms were found in the tables of contents. 3) 
Experiences of using search engines affected how to deal with the situation when a search 
receives no hits. The students are rarely conscious of the difference between searches 
by OPACs and search engines. These results indicate that a search system based on 
standard bibliographic information in traditional OPAC cannot respond to users’ various 
information seeking behaviors.



− 58 − − 59 −

　一方、Googleや Amazonといった商用検索サー
ビスでは、エンドユーザの多様な情報行動に対応
できる情報サービスを意図し、単純で直感的な探
索を可能にするシステムを実現してきた。今や、
それは多くの学生にとって第一の情報探索ツール
となっている。図書館の目録システム（OPAC）が、
利用者アクセスの改善策を早くから提示されてい
ながら１）、この十数年、基本的には変わっていな
い２）こととは大きな開きがある。
　本論の調査対象となる短期大学（以下，短大）
では、学生の多くが幼児教育や福祉の専門職を志
している。そこで示される利用者の情報ニーズは、
研究志向の大学図書館に見られるものとはやや異
なり、学術情報よりも実際の現場で役に立つ知識
や情報により強く示される。たとえば、教育実習
で問題を抱えた子どもに接する際の対処法を知る
ために、図書館に来て図書や情報を探すのである。
これは三輪３）が述べているように、問題解決の
目的によって利用者の求める情報タイプは異な
り、情報サービスの評価は求めるタイプの情報が
得られたか否かで左右されることを示唆する。図
書館においては、学生の多様な情報ニーズにもと
づく情報行動に対する客観的理解を深めていく必
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、OPACの検索行動にサーチ
エンジンの探索パターンが影響を及ぼしているこ
と、Webの探索は視覚的要素と経験的要素をもと
に僅かな時間で結果のフィルタリングが行われる
ことを示した４）。2005 年の調査では、科学や健
康分野の質的判断が要求される課題に対しても、
サーチエンジンの結果上位にランキングされる情
報が過信される傾向を明らかにした５）。また今後
はさらに情報行動変容が進むと推測されることか
ら、継続的な調査の必要性を指摘した。
　本調査では、短大図書館を対象に、学生の
OPACによる情報探索行動を調査した。調査に用
いた OPACは、検索のアクセスポイントとして
図書の目次情報が付与されており、幅広い用語か
らの検索が可能になっている。また図書館の利用
状況は、学生の一人当たり年間貸出数平均 22 冊
（2005 年度）が示す通り活発である。短大生のリ
テラシーに応じて利便性を高めた OPACは実際ど

のように利用され、そこでどのような情報探索が
行われているのかを検証することが調査の目的と
なる。
　まず、OPACの利用実態を把握するために、
2004 年６月～ 2006 年７月までの 26 ヶ月間にお
けるアクセスログを分析した。次に、短大生 17
人を対象に問題解決型の課題を用いた OPACの検
索実験を行い、質的な分析を加えて、短大図書館
における学生の OPAC探索行動の特質について述
べる。

Ⅱ．OPAC 探索行動の先行研究
１．ログ分析による調査
　OPACの利用行動調査には、1980 年代からトラ
ンザクションログ（利用記録）が用いられた。ヒッ
ト件数、ブール演算の使用率、使用される検索項
目の割合などを算出することにより、検索パター
ンや失敗パターンの分析が行われてきた。中で
も高い関心が示されたのは、検索失敗要因の分析
である６）。検索結果が０件（以下、ゼロヒット）、
結果件数が多過ぎるといった事象が失敗例として
分析され、その結果をもとに、検索システムの改
善策が提示されてきた。
　ゼロヒットの割合は、Peters（1989）７）のミズー
リ大学の図書館 OPACによる調査では 27.9％と
なっているのに対し、Hunter（1991）８）のサウス
カロライナ州立大学図書館を対象とした調査では
54.2％に達するなど、ばらつきもあるが、失敗原
因の多くは検索語の綴字ミスやタイプミスにあっ
たことが報告されている。最近の研究で、シンガ
ポールの Nanyang Technological Universityの図書
館 OPACを対象とした調査では、ゼロヒットの割
合が 49.5％であった。ゼロヒットになる確率は検
索式が長くなるほど高くなり、３語以上の検索語
を入力した場合に失敗事例が多く見られることが
報告されている。
　日本でも OPACのログ分析による調査は OPAC
の導入期からいくつか見られるが９, 10）、上田ら
（1999）11）が指摘するように、これらは検索シス
テムの機能やユーザビリティの評価を目的とし
た、システム提供者側の評価であった。利用者の
探索行動を把握しようした研究は、中規模の私立
大学図書館を対象とした逸村（1994）12）の調査な
ど、僅かである。2000 年代以降では、大学図書
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館を対象としたものではないが、森岡ら（2004）13）、
野末ら（2004）14）の調査がある。しかし、小規模
大学や短期大学の図書館を対象としたログ分析調
査は報告されていない。

２．質的手法を用いた調査
　トランザクションログによる調査が、OPACの
情報探索過程の一側面である、検索の実行形態を
分析対象としたのに対し、認知科学の研究方法を
用いた調査では、情報探索過程の全体、あるいは
情報ニーズから検索質問の定式化に至る部分に焦
点があてられた 15）。
　Hancock（1987）16）及び Hancock-Beaulieu（1990）17）

は、目録の探索だけでなく、書架上の探索を含め
た図書館での情報探索行動全体を調査の対象とし
た。その結果、既知文献探索のように見える行動
でも、利用者の情報探索行動全体としてみると主
題探索の一部である場合もあり、利用者の目録行
動を既知文献探索か主題検索かと明確に区別する
ことはできないことを明らかにしている。
　池谷ら（2001）18）は、東洋大学図書館において
実際に利用者が OPACで探索している場面を調査
し、観察法とインタビューにより分析している。
その結果、利用者の目録行動には、特定主題の図
書は大体どのあたりに配架されているか、特定主
題の文献は図書館にどの程度所蔵されているか、
といったことを概観するために OPACを利用する
など、多様な探索の段階が確認された。また同じ
ように単一の語で検索する場合でも、上位概念か
ら下位概念を示す語へ段階的に入力する、最初か
ら特定性の高い語を入力するなど、多様な探索の
スタイルが見られたことを報告している。観察法
とインタビューを用いた研究では、他に、慶應義
塾大学図書館を対象とした越塚ら（1994）19）、廣
田ら（1994）20）、宍戸（1997）21）の調査がある。

３．OPAC の主題検索機能の限界
　Webのサーチエンジンの普及は、図書館におけ
る目録利用者の行動にも影響を与えるようになっ
た。
　Novotny（2004）22）は、OPACの検索経験のない
学部新入生と OPACの検索経験を積んだ大学院生
らを被験者に，利用者がどのように OPACを検索
しているかをプロトコル分析法により調査した。

その結果，サーチエンジンの検索経験から著しい
影響を受けているという点で両者に共通する傾向
が見られた。被験者の多くは、OPACがサーチエ
ンジンのように機能すると予測し、入力されたク
エリーはシステム側で解釈され、処理されて、結
果は Googleのように適合性の高いものから順に
表示されると考えていた。
　筆者らが短期大学生及び学部１年生を対象にプ
ロトコル分析法を用いて行った調査（2006）４）で
は、サーチエンジンの経験を積んだ被験者は、サー
チエンジンに特徴的な探索パターンを OPACにも
使用する行動がより顕著であること、主題の階層
や目録上の統制語をほとんど意識せずに検索して
いることから OPACの主題検索に困難さを感じて
いることが示されている。
　Fastら（2005）23）の学部学生と大学院生を対象
とした調査では、被験者はWebの探索結果には
検索質問とは無関係で曖昧な情報が多く含まれる
こと、それに対し OPACでは系統だった情報探索
が可能であると認識していながらも、探索方法の
簡便さからサーチエンジンを好む傾向があること
が報告されている。
　サーチエンジンの検索に慣れた利用者に対し、
OPACの主題探索機能が限界を示していることは
明らかである。統制語以外の語による主題探索
改善の試みでは、図書の目次や索引から抽出し
た語を付加する Athertonの SAP（Subject Access 
Project）24）がよく知られており、実際にその手法
に基づいた目録の利用行動調査 25, 26）も行われて
有効性が確認されている。一方で、検索結果が多
くなる問題点を伴うことは否めないが、小規模の
図書館では導入しやすい改善策だといえる。
　最近では、目録に対する危機感が強まり、サー
チエンジンで実装されているような機能を OPAC
に導入する動きも一部ではじまっている。米国
ノースカロライナ州立大学図書館では、TF/IDF
法（Term Frequency/Inverse Document Frequency）
による適合度のランキング表示や新たなブラウジ
ング機能などを備えた OPACの提供を開始してい
る２）。
　次章では、検索のアクセスポイントとして目次
が付与された OPACを対象に、ログ分析と検索
実験による調査を行い、短期大学図書館における
OPAC利用者の探索行動について分析する。
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Ⅲ．OPAC 検索行動調査
１．ログ分析による調査
1. 1　調査の目的
　A短期大学図書館における OPACのアクセスロ
グを採取し、OPACが実際どのように使われてい
るかを検証する。対象期間は 2004 年６月～ 2006
年７月までの 26 ヶ月間である。

1. 2　調査の対象
　調査に用いた OPACの概要は以下の通りであ
る。
　名称：A短期大学図書館蔵書目次検索
　インターネット公開：2004 年６月より
　学内のサービス対象者数：500 人
　館内設置台数：６台
　収録件数： 図書（和洋）４万件、雑誌（和洋） 

780 件
　検索方式： 簡易検索（フリーワード入力方式）、

詳細検索（項目条件指定方式）

　表示方式： 検索結果件数表示→一覧表示→詳細
表示

　探索できる項目：書名、著者名、目次、分類記号、
件名、内容細目、出版者、出版年、
ISBN/ISSN

 目次は全レコードのうち絵本類を除
いた約 30％、約 1 万件が入力され
ている

1. 3　調査の方法
　2004 年６月～ 2006 年７月までの 26 ヶ月間の
アクセスログを採取した。ログの例を図１に示す。
内容は、利用年月日時分秒、IPアドレス、検索
インデックスファイル、検索キーワード、検索条
件である。

1. 4　調査の結果
（1）月次・曜日・時間帯別の利用実態
　調査対象期間中のアクセスログ数は 23,788 件

図１．アクセスログの例

図２．検索実行件数（2004年６月１日～2006年７月31日）
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であった。図２に月別の件数を示す。曜日別、時
間帯別の件数を図３、図４に示す。
　年間では、試験やレポート提出、実習が重なる
７月の利用が最も多くなっている。また曜日別で
は週末の金曜日、時間帯では授業終了後の 16 時
～ 18 時台の利用が増える傾向にある。
　密集したカリキュラムに実習や就職活動が加わ

る忙しい学生生活の中で、空き時間に図書館を利
用する短大生の利用実態を示す結果である。
（2）検索語がヒットした書誌項目
　入力された検索語がどの書誌項目にどの程度
ヒットしているかを調べた。対象は、2006 年７
月１日～７月 31 日の簡易検索アクセスログ 1,766
件のうち、資料区分を「図書」と指定して何らか
の検索語が入力された 1,573 件であった。採取し
たログからは得られない情報であったため、検索
を再現して、アクセスログ１件あたりの結果上位
50 件がヒットした書誌項目の内訳を人手により
調べた。検索結果 400 件以上は「結果過多」で分
析対象外とした。これは調査対象の OPACが 400
件以上の結果は書誌表示を行わないようにデフォ
ルト設定されていたためである。
　結果を表１に示した。全実行回数に対するゼロ
ヒットの割合は 34.1％であった。
　ヒットした項目の割合では、目次が最も多く
52.0％、次いで書名の 26.3％、件名の 12.4％となっ

図４．時間帯別実行件数

図３．曜日別実行件数

表１．簡易検索アクセスログの検索結果（2006年７月１日～2006年７月31日）
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ている。目次は、書誌全体に対する入力充足率
が約３割と他の項目より低いにもかかわらず 27）、
ヒットする割合が高くなっている。
（3）検索パターンの特徴
　2004 年６～７月、2005 年６～７月、2006 年６
～７月の各期間における簡易検索方式のアクセス
ログを対象に、検索語のパターンに注目して分析
を行った。
　検索方式別の実行件数を表２に示す。また、簡
易検索アクセスログ１件あたりの検索語の語数を
表３に、簡易検索アクセスログ１件あたりの検索
語の語型を表４に示した。
　2004 年６～７月、2005 年６～７月、2006 年６
～７月のアクセスログの平均値で見ると、検索方
式では、2,874 件のうち 90.1％の 2,627 件と圧倒
的に簡易検索が選ばれている（表２）。
　検索語数は、１語が最も多く 66.5％、２語が
27.2％、３語が 5.9％、４語以上が 0.3％となって
いる（表３）。実行件数の９割以上は１語ないし
２語の検索語で行われていることがわかる。

　検索語の語型は、単語が 82.3％、文節を含むも
の（例：子どものストレス、ケアについて）が
16.4％である（表４）。さらに、検索語の入力パター
ンを詳しく分析してみると、単語の場合でも、意
味のまとまりが２つ以上の複合語が多く含まれて
いた（例：情緒不安定、基本的生活習慣）。また
全体に自然語（例：昼寝、一人っ子）の使用が目
立つ。ただし書名の一部を入力するケースも想定
される。主題検索と既知文献探索の判別はログの
データからは難しいため、別の方法で検証する必
要がある。
　2004 年～ 2006 年の比較では、検索語数はほぼ
平準化しているが、語型で文節を含むものの割合
が、11.8％（2004 年）、16.3％（2005 年）、21.0％（2006
年）と年々増える傾向にある（表 4）。

２．検索実験
2. 1　実験の目的
　実験の目的は、ログのデータで得られない
OPACの検索過程における行動特徴を詳しく分析

表２．検索方式別の実行件数

表３．アクセスログ１件あたりの検索語の数（簡易検索方式）
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することにある。また、サーチエンジンの検索経
験の影響に注目し、分析の視点とした。

2. 2　実験の方法
　短大生 17 人を被験者に、課題を用いて OPAC
の検索過程における画面と行動のデータを採録し
た。実験は 2006 年８月９日～９月６日に調査対
象の図書館内で行われた。分析は、採録したデー
タから書き起こしたトランスクリプションを用い
て行った。
ａ．被験者
　短大１年生７人、短大２年生８人、短大専攻科
１年生（３年次）２人、の計 17（女 17）人。
　サーチエンジンの利用歴は、２年以下が６人、
３～４年が５人、５年以上が６人であった。また、
被験者全員は OPACの基本的な使い方に関する
30 分程度のオリエンテーションを受けていた。

ｂ．方　法
　課題の教示と基本的な操作方法の説明の後、被
験者は OPACを用いて２つの課題に取り組んだ。
被験者は、アクセスしたキーワードをすべて回答
用紙に記入しながら検索し、選んだ文献の書誌情
報を記録すること、検索終了後に書架で探索する
ことを指示された。制限時間は、課題１は５分、
課題２は 15 分、書架探索 10 分とした。実験後に
15 分程度のインタビューを行った。
　インタビューでは、「検索前の不安感」「結果の
満足度」「キーワード設定の理由」「結果一覧の見
方と選び方」「書誌詳細の見方と選び方」「サーチ
エンジン検索時と異なる点」の５項目を聞いた。

　検索中の画面は録画され、インタビューの過程
は録音された。
ｃ．課題
　課題１は、OPACの基本的な仕組みが理解され
ているかを問うこと、課題２は、問題解決型の主
題検索がどのように行われるかを見ることをねら
いとしている。また課題２は、調査対象の短大図
書館における実際のレファレンス質問事例を取り
上げた。これは日常に近い場面を設定して自然な
行動を引き出すためである。
１．講義で紹介された、著者の姓が“伊藤”名が
“リュウジ（漢字表記不明）”による「子ども
の無気力さ」をテーマとした図書を探す。

２．教育実習先の幼稚園に遅刻の多い子どもがお
り、理由を尋ねると“朝起きられない”ため
だという。園児の保護者に適切なアドバイス
をする際に参考となる図書を探す。

2. 3　実験の結果
（1）検索過程の行動特徴
　課題１は、検索前に被験者全員が“著者名がわ
かっているのでたぶん見つかる”と楽観的な見
通しをもっていた。検索語のエラー（例：「伊藤
リュウジ」）でゼロヒットになる事例も見られた
が、すぐに語を短く切る（例：「伊藤 /リュウジ」）、
語を変更する（例：「伊藤 /無気力」）など修正し
て、正解書誌にたどりついた。後のインタビュー
で、語を短くすればヒット数が増え、語を変更す
れば結果は変わることを経験的に知っていると答
えている。結果として、17 人中 16 人が書架から
該当する図書を探し出した。

表４．アクセスログ１件あたりの検索語の語型（簡易検索方式）
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　課題２は、検索前の見通しに不安を示す被験
者や、検索語の設定が難しい、ゼロヒットが多
いなどから戸惑う被験者も見られた。しかしど
の被験者も試行錯誤を繰り返すうちに、１冊以
上の書誌を選択し、書架から該当する図書を探
し出した。結果の満足度は 17 人中 15 人が“あ
る程度満足”または“満足”と答えている。
　検索結果の評価方法は、一覧表示では書名中
のキーワード、詳細表示では目次を参考にする
のが典型であった。著者や出版年を挙げた例は
ない。後のインタビューでは、目次を読むとき
はヒットしたキーワードがボールド字体で表示
されるので（図５）、その前後の文脈を見てテー
マに合致するかどうかを判断したとする例が多
かった。
（2）検索語の特徴
　被験者が使用した検索語数は、課題１が平均
1.9 語、課題２が平均 2.0 語であり、既知文献探
索（課題１）と主題検索（課題２）による差異
は見られなかった。
　検索語の組み合わせでは、「子ども /睡眠」が
７件と最も多い。語型では、文節の使用（例：「子
どもの睡眠」）も全体の 12.9％に見られたが、２
語の単語を組み合わせて使用するパターンが典
型であった。自然語（例：「寝不足」）の使用が
目立ち、ほとんどの検索語は目次のデータにヒッ
トした。また、このような特徴は、サーチエン
ジン利用歴２年以下、３～４年、５年以上のど
の層にも同様に見られた。
（3）サーチエンジン利用歴の差異による比較
　サーチエンジン利用歴５年以上の被験者 A～
Dと、２年以下の被験者 E～ Iの、課題２にお
けるデータを比較した。ここでは OPAC検索知
識の差によるバイアスを除くために、OPAC利用
歴がほぼ同等のデータを分析対象としている。
　結果を表５に示す。ここで「検索レベル移動
回数」とは、「検索語入力」「一覧表示」「詳細表示」
の検索の各段階を移動する回数のことである。
　実行回数、ゼロヒット件数、検索語の語数に
は差が見られない。結果の満足度にはばらつき
があるが、検索前の不安感では、課題２の概念
化が難しいと考えられたのか、利用歴２年以下
の被験者の方が強い傾向が示されている。
　顕著な違いが見られるのは、検索レベル移動

回数、詳細の閲覧数、結果の取得数である。検
索レベル移動回数は、利用歴５年以上の被験者
の平均 47.3 回に対し、２年以下の被験者の平均
は 26.2 回となっている。
　サーチエンジン利用歴５年以上の被験者 Aの
検索過程の事例を図６に、サーチエンジン利用
歴２年以下の被験者 Eの検索過程の事例を図７
に示した。
　被験者 Aは、「検索語入力」「一覧表示」「詳細
表示」の各レベルを素早く移動し、同じ時間で
より多くの書誌詳細を評価している。被験者 E
は、ゼロヒットが多く詳細表示の内容を比較検
討するまでに至らなかった。
　ゼロヒット後の行動にも違いが見られた。被
験者 Aには、ゼロヒット後も即座に検索語の一
部を除いたり語を変更したりするなど終始自信
をもって対処する行動が見られたのに対し、被
験者 Eはゼロヒットが続くことに戸惑っている
様子を示し、後のインタビューでは“０件ばか
りで難しかった”と答えている。またゼロヒッ
トの要因は自然語の多用と語数の多さにあった
が、それに気づいていなかったために効果的な
対策をとれなかったことが確認された。

３．調査結果のまとめ
　ログ分析では、以下の４点が明らかになった。
１）ヒット件数の中での項目の内訳は、目次

52.0％、書名 26.3％、件名 12.4％の順となっ
ている。

２）ゼロヒットの割合は 34.1％である。
３）アクセスログ全体の９割以上が１語ない

し２語の検索語を使用している。
４）検索語は、単語型がアクセスログ全体の

８割を占めるが、文節を含むものが年々
増加傾向にある。また複合語、自然語の
使用が目立つ。

　検索実験では、以下の２点が明らかになった。
１）検索語は２語程度の単語の組み合わせが

典型である。自然語が多く使用されるた
め目次にヒットする割合が高い。

２）結果の評価と判断は主に目次の情報をも
とに行われている。

　また、サーチエンジン利用歴の差による比較
では以下の３点が示された。
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１）検索語は２語程度で自然語が多く含まれる
特徴はサーチエンジン利用歴の差にかかわ
らず同様に見られる。

２）サーチエンジン利用歴の長い被験者は、利
用歴の短い被験者に比べて、ゼロヒット後

の対処法をより多く獲得している。
３）サーチエンジン利用歴の長い被験者は、利

用歴の短い被験者に比べて、「検索語入力」
「一覧表示」「詳細表示」の各段階を素早く
移動している。

表５．サーチエンジン利用歴５年以上と２年以下の被験者の検索行動（課題２）

図５．OPAC検索結果詳細表示の画面例



− 66 − − 67 −

図６．被験者Ａの検索過程の事例（課題２）
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４．考察
　実験後のインタビューで、サーチエンジンで検
索する場合に OPACとの違いがあるかを尋ねたと
ころ、特に変わらないとする回答が大半であった。
OPACの検索結果はサーチエンジンと同様に検索
語の適合度順に表示されると考えている被験者も
多く、OPACとサーチエンジンの検索システムに
よる違いはほとんど意識されていないと考えられ
た。
　調査結果において検索語が目次にヒットする割
合が高かったことは、自然語が多く含まれるな
どの点で、調査対象の短大図書館における利用者
の探索パターンと、利用者が求めている情報タイ
プに合致したためと考えられる。そこには、サー
チエンジンの利用経験による強い影響が認められ
た。
　検索結果の評価と判断にも目次の文脈が最も重
視されていた。これは利用者にとって、書名や件
名といった書誌情報は、情報評価を行う材料とし
て十分でないことを示している。
　一方、目次データの付与により OPACでも全文
検索により近い検索が可能になったことは、サー

チエンジンに近い探索パターンを助長する可能
性もある。概念化、主題階層や分類体系の理解
は、図書館で情報探索を行うための重要な要素と
なる。たとえば、OPACで「フロン」に関する文
献を探しているときに、結果がゼロヒットの場合
は上位語の「大気汚染」、「公害」と段階的に入力
して検索する、書架上で「手話法」に関する図書
を実際に見ながら選びたいときに、「障害児教育」
に分類されている図書の書棚に行って探す、と
いったことがある。情報探索上の問題はシステム
改善に加えて、利用教育上の課題として、その対
応が検討されるべきである。文献提供システムの
中でよりよく情報を探し出すために有効な探索ス
キルは多数存在するからである。

５．結論
　目次を付与した OPACを対象に、短大図書館に
おける OPACアクセスログの分析と検索実験を行
い、OPACの探索行動を調査した。そこでは、サー
チエンジンの利用経験による探索行動への影響を
視点において、探索パターンや行動特徴を分析した。
　調査の結果、１）検索語は１語ないし２語の単

図７．被験者Ｅの検索過程の事例（課題２）
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語を組み合わせるパターンが典型であり、自然語
が多用される傾向にあること、２）実行件数の半
数以上は目次にヒットしていること、３）結果の
評価と判断には目次の情報が重視されていること
が明らかとなった。また、従来型の OPACは利用
者の多様な情報行動に対応できないことが示唆さ
れた。今後は、OPACシステムの高度化と、利用
者の情報リテラシー向上のための教育的アプロー
チとの両面からの対策を検討していく必要があ
る。

引用文献
１） Hildreth, C.R. Beyond Boolean: designing the next 

generation of online catalogs. Library Trends. Vol. 35, No. 4, 
1987, p. 647-667.

２） Antelman, K.; Lynema, E.; Pace, A.K. Toward a 21st century 
library catalog. Information Technology and Libraries . Vol. 
25, No. 3, 2006, p. 128-139.

３） 三輪眞木子．情報検索のスキル：未知の問題をどう解
くか．東京，中央公論新社．2003，214p.

４） 種市淳子，逸村　裕．エンドユーザーのWeb探索行動：
短期大学生の実験調査にもとづく情報評価モデルの構
築．Library and Information Science．No. 55，2006，p. 
1-23.

５） 逸村　裕，種市淳子．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．名古
屋大学附属図書館研究年報．No. 4，2006，p. 1-12.

６） Peters, T.A. The history and development of transaction log 
analysis. Library Hi Tech. Vol. 11, No. 2, 1993, p. 41-66.

７） Peters, T.A. When smart people fail: an analysis of the 
transaction log of an online public access catalog. The 
Journal of Academic Librarianship , Vol. 15, No. 5, 1989, p. 
267-273.

８） Hunter, R. N. Successes and failures of patrons searching the 
online catalog at a large academic library: a transaction log 
analysis. RQ. Vol. 30, No. 3, 1991, p. 395-402.

９） 国立国会図書館．利用者の検索行動と主題情報：国立
国会図書館における OPACモニター調査を中心に．図
書館研究シリーズ．No. 32，1995，p. 181-269.

10） 市村省二．OPACユーザ・インターフェースの現状と
問題点：首都圏９大学を対象とした現地調査結果報告．
私立大学図書館協会会報．No. 102，1994，p. 89-94.

11） 上田修一，吉野貴庸，石田栄美，倉田敬子．WWW上
の OPACにおける既知事項検索の諸問題．Library and 
Information Science．No. 41，1999，p. 1-15.

12） 逸村　裕．OPACのトランザクション・ログ分析によ
る目録利用行動調査．1995 年度三田図書館・情報学会．
1995，（予稿集）p. 20-23.

13） 森岡倫子，野末道子，嶋田真智恵，寺尾祥子，上田修一．
土木学会図書館目録・書誌情報検索システムのログ分

析について．2004 年度日本図書館情報学会春季研究集
会発表要綱．2004，p. 53-56.

14） 野末道子，嶋田真智恵，寺尾洋子，森岡倫子，上田修
一．OPACログ分析による検索過程の類型化．2004 年
度三田図書館・情報学会研究大会発表論文集．2004，p. 
41-44.

15） 斉藤泰則．情報探索と質問定式化：オンライン目録探
索を中心に．Library and Information Science．No. 30，
1992，p. 77-92.

16） Hancock, M. Subject searching behavior at the library 
catalogue and at the shelves: implications for online 
interactive catalogues. Journal of Documentation . Vol. 43, 
No. 4, 1987, p. 303-321.

17） Hancock-Beaulieu, M. Evaluating the impact of an online 
library catalogue on subject searching behavior at the 
catalogue and at the shelves. Journal of Documentation. Vol. 
46, No. 4, 1990, p. 318-338.

18） 池谷のぞみ，越塚美加．OPACを用いた情報探索：エ
スノメソドロジー的分析 . 情報探索行動における認知
的・状況的要因の研究．東洋大学社会学研究所研究報
告書．第 27 集，2001，p. 25-83.

19） 越塚美加，安形　輝，神門典子，廣田とし子，倉田敬子，
上田修一．OPACにおける学生利用者の主題探索行動：
観察による調査．第 42 回日本図書館学会研究大会発表
要綱．1994，p. 73 − 76.

20） 廣田とし子，越塚美加，安形　輝，神門典子，倉田敬子，
上田修一．OPACにおける大学院生利用者の主題探索
行動：観察による調査．1994 年度三田図書館・情報学
会研究大会．1994，（予稿集）p. 49-51.

21） 宍戸奈美．大学図書館における OPACの利用者の探索
行動：学生を対象としたインタビュー調査．Library and 
Information Science．No. 37，1997，p. 35-53.

22） Novotny, E. I don't think I click: a protocol analysis study of 
use of a library online catalog in the Internet age. College & 
Research Libraries . Vol. 65, no. 6, 2004, p. 525-537.

23） Fast, K.V.; Campbell, D.G. I still like Google: university 
student perceptions of searching OPACs and the web. 
Proceedings of the American Society for Information Science 
and Technology. Vol. 41, Iss. 1, 2005, p. 138-146.

24） Atherton, P. Books are for use: final report of the Subject 
Access Project to the Council on Library Resources. Syracuse 
University School of Information Studies. 1978, 190p.

25） Byrne, A.; Micco, M. Improving OPAC subject access: the 
ADFA experiment. College and Research Libraries . Vol. 49, 
No. 5, 1988, p. 432-441.

26） Pappas, E.; Herendeen, A. Enhancing bibliographic records 
with tables of contents derived from OCR technologies at the 
American Museum of Natural History Library. Cataloging 
and Classification Quarterly . Vol. 23, No. 4, 2000, p. 65-67.

27） 2006 年８月末現在の入力充足率は，目次 29.6％，件名
69.2％，内容細目 44.6％である．



− 69 −

研　　究

１．はじめに
　今日，高速なネットワーク環境の配備やマルチ
メディアの普及等，高度情報化社会の発展に伴い，
大学図書館ではこれらの情報環境への対応が急務
となっている．これに答えるべく，現在の大学図
書館は，学術情報の拠点として物理的情報源と電
子的情報源が補完的に結びついた「ハイブリッド
ライブラリ」の構築を目指しており，伝統的な紙

媒体資料である書籍・学術雑誌等の管理に加え，
大学図書館が所蔵する貴重資料のメタデータを用
いた電子化，学術情報のオープンアクセスを目指
す学術機関リポジトリの構築，教育資源のオンラ
イン化を目指すオープンコースウェアの開発等が
進められている．
　一方，これらの情報工学的な側面に対して，利
用者がどのように複数の情報源やそこに含まれる

大学図書館における情報探索活動に関する研究：
われわれはいかに異なる情報源を活用しているのか？

A Study of Information Search Process in a University Library:
How do People Make Use of Some Qualitatively Different 

Information Resources?

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

寺井　仁
TERAI, Hitoshi

Abstract
When providing information services for students in university libraries, it is essentially 

important to understand how they make use of multiple information resources and 
included information. There have been many studies about users' preference, information 
search behavior, and learning effects in individual resources. However, there is little 
empirical research about how users search for information and what problems exist in such 
information search processes in the environment including multiple information resources. 
In this study, we try to understand how library users behave in the information environment 
consisting of physical and electronic information resources through the psychological 
experiment. The results of this study are summarized as follows. First, although there are 
highly structured information resources as books and they are available freely, users do 
not necessarily use them. Second, using information resources is biased towards either a 
physical resource or an electronic resource in the information search process. Finally, a 
clear purpose tends to facilitate generation of information needs.
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情報を活用しているのかについての調査・研究と，
その知見に基づいた情報環境の構築もまた重要な
側面であり，ハイブリッドライブラリを支える基
礎研究としても位置づけられる．個々の情報源を
対象とした利用者の選好，情報探索行動，学習成
果についての研究は国内外に散見される．しかし
ながら，より日常的な，複数の情報源が混在した
環境において，人がどのように情報探索を行い，
そこにどのような問題を抱えているのかについて
の実証的な検討はほとんど行われてきていない．

２．情報探索
2. １　問題解決と情報探索
　我々の日常は問題解決の連続と言われている．
問題解決は，初期状態（現在自分が置かれてい
る状況）から，様々な制約の下で状態を変化さ
せ，目標状態へといたるプロセスである．日常に
おける問題の多くは，目標が漠然としたもので
あり，何を行えばよいのかが明確には定まって
いない「よく定義されていない問題（ill-defined 
problem）」である．このようなよく定義されてい
ない問題を「よく定義された問題（well-defined 
problem）」とするために，情報ニーズが生まれ，
情報探索が行われる（e.g.，斎藤，2001）．ここで
重要な点は，情報ニーズを満たす情報が見つかっ
たとしても，そこで情報探索が終了するわけでは
ない点にある．情報探索の結果，取得された情
報が更なる情報ニーズを生み出すとともに，漠
然とした目標状態にも影響を与える（Bandura，
1986；三輪，2003）．以下では，「ある講義で，各
自の視点で『認知科学について』のレポートの提
出を求められた学生」を例に考えてみたい．認知
科学と呼ばれる研究領域に関する知識を持たな
い学生は，（1）まず，与えられた課題に含まれる
“認知科学”というキーワードで情報探索を開始
すると予想される．（2）そして，“認知科学”に
ついての情報探索の過程で，“認知科学”に関連
した“実験心理学”や“人工知能”についての情
報ニーズが生まれ，（3）その結果，不明確であっ
た目標状態がより明確に，例えば，“認知科学に
ついて”のレポートが，“情報処理システムとし
てみた人の認知過程”のように変化するかもしれ
ない．そして，このような目標状態の変化は更な
る情報ニーズを生み，目標状態と情報ニーズは相

互に影響を与えながら変化してゆくと予想される
（図１）．

2. 2　図書館における情報探索
　図書館は，日常において情報ニーズを満たすた
めに情報探索を行う場所のひとつであり，様々な
情報やサービスが提供されている．
　図書館が提供する情報源は大きく 2つに分ける
ことができる．その一つが，従来の高度に構造化
された物理的情報源（書籍，雑誌等）であり，他
方が，電子的情報源（OPAC，電子 Book，Web等）
である．情報の構造化の程度，そこに含まれる内
容，アクセスの容易性など質的に異なる複数の情
報源は，ユーザーの情報探索プロセスにも大きな
影響を与えていると考えられる．つまり，情報ニー
ズを満たすために，従来の書籍情報だけでなく，
OPACによるインデックス検索やWebでの情報
検索が行われ，内容や質が異なる情報が獲得され
る．そして，このような異なる情報源に対する情
報探索の結果が，情報ニーズや目標状態に異なる
影響を与えるものと考えられる（図２）．

図 1．相互に影響を及ぼしあう目標状態と情報ニーズ

図 2．情報探索と情報源
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　前述のように，大学図書館においては，ハイブ
リッドライブラリの実現に向けた研究開発が進め
られている．情報源のハイブリッド化に際しては，
情報源の質の違いがユーザーの問題解決に与える
影響を考慮し，何を電子媒体に置き換え，何を紙
媒体のまま残すのか，またユーザーの認知特性を
考慮した上でどのようなサポートが可能なのかに
ついての議論が不可欠となる．

３．目的
　本研究では，以上の背景のもと，大学図書館と
いう物理的情報源と電子的情報源が混在した日常
的な情報環境において，人が如何に情報源にアク
セスし，そこから情報を取得し，利用しているの
かについて，実証的な観点から分析を行う．本研
究の目的は，（1）物理的・電子的情報源が混在し
た情報環境における情報源の利用形態を明らかに
する，（2）情報ニーズを生み出す目標状態（以下，
目的）の差異が情報探索に与える影響について明
らかにする，の 2点である．

４．実験方法
4. 1　被験者
　大学生（１～３年生）12 名が実験に参加した．

4. 2　実験計画
　被験者には，情報探索課題として，「レポート
課題」が与えられた．レポート課題の主題には，
被験者にとってなじみが少なく，なおかつ，複数
の観点から捉えることができるテーマとして，文
理が融合した学際的な研究分野である「認知科学」
を用いた．以下に，レポート課題の課題文を示す．
課題文：“認知科学とはどのような研究分野です
か？”
　被験者は，目的が不明確な「目的不明確条件」と，
目的が明確に定められた「目的明確条件」の２条
件に群分けされた（目的不明確条件：6名，目的
明確条件 6名）．目的不明確条件では，レポート
課題を解く際に，“各自の観点で自由に”タイト
ルを決め，レポートを記述するよう求めた．一方，
目的明確条件では，“心理学から認知科学への研
究手法の展開”というタイトルで，レポートを完
成させるよう求めた．目的明確条件では，「認知
科学」についての論述を展開する際に，「心理学」

における「研究手法」を出発点として，「認知科
学」における「研究手法」との差異について述べ
ていけばよい．このため，目的不明確条件と比較
して段階的に情報を集めればレポートが完成する
課題構成となっている．なお，レポートの執筆に
は，パーソナルコンピュータ（以下，PC）上のワー
プロソフト（Microsoft Word）を用いた．

4. 3　手続き
　実験の流れを図 3に示す．レポート課題では，
被験者には，前述の条件毎に課題が与えられ，情
報探索を行いながらレポートを完成することが求
められた（制限時間：90 min）．実験中，被験者には，
大学図書館内の一室が与えられ，図書館内の書架
およびWebでの自由な情報探索が許された．また，
情報探索を通して，レポート課題で与えられた主
題の捉え方が，どのように変化していたのかを調
べるため，レポート課題の前後に「キーワード課
題」を実施した（制限時間：5 min）．キーワード
課題では，レポート課題に関連したキーワードを
書き出すことを求めた．

4. 4　データ記録
　レポート課題実施時の様子を図 4に示す．被験
者がレポート課題に取り組んでいる際の，（1）発
話プロトコル，（2）頭部カメラによるビデオ映像，
（3）PCの操作過程を記録した．これら 3つのデー
タを補完的に用い，被験者の情報探索行動を分析
する．
　発話プロトコルは，認知研究において，心的な
問題解決プロセスの分析に効果的に用いられ，思
考のモデルの形成に大きな役割を果たしてきた
（海保・原田；1993，Simon，1989）．本研究では，

5 min

90 min

5 min

図 3．実験の流れ
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被験者の行動からだけでは捉えきれない高次の認
知プロセス（どのような意図で当該の行動に至っ
たのか等）について，本手法を併用することによ
り明らかにする．
　一方，頭部カメラからは，被験者が実際に何に
注目していたのか，外界からどのような情報を取
得していたのかについて無意識的な行動を含んだ
豊富なデータが得られる．
　さらに，コンピュータの操作記録から，電子的
情報源であるWebおよび OPACを利用している
際の基本的行動（検索キーワードや，閲覧された
ページ等），およびレポート執筆のプロセスが明
らかとなる．レポート執筆の行動は，発話プロト
コルおよび眼球運動からだけでは捉えきれない，
与えられた問題に対する概念構築のプロセスにつ
いて補完的なデータを提供すると期待される． 

５．実験結果
　本論文では，事前 /事後のキーワード課題の結
果と，レポート課題における行動データを中心に，
（1）主題の捉え方の変化，（2）情報源の探索，（3）
情報ニーズの変化，について分析を行う．

5. 1　主題の捉え方の変化
　主題の捉え方が，レポート作成中の情報探索を
通して，大きく影響を受けると予想される．この
変化は，レポート課題前後に実施したキーワード
課題の結果を比較することにより捉えることがで
きる．
　事前および事後における，レポート課題に関連
したキーワードの産出数の変化を図 5に示す．図
は，各群におけるキーワード数の平均値の事前か
ら事後への変化を表している．2要因分散分析（目

的明確条件 /目的不明確条件，事前 /事後）を行っ
た結果，交互作用は認められず（F（1, 10） = 0.03, 
n.s.），課題間（事前 /事後）の主効果のみが有意
であった（F（1, 10） = 16.95, p < .01）．この結果から，
目的の明確さによらず，両条件ともに，レポート
課題後に関連したキーワードをより多く産出して
いたことがわかる．

　続いて，図6にキーワードの再生率を示す．キー
ワードの再生率は，事前のキーワード課題で産出
されたキーワードが，事後においてどの程度再度
キーワードとして挙げられていたのかを表してい
る．再生率は閉じた尺度のデータであるため，角
変換後に分散分析を行った．分散分析（目的明確
条件 /目的不明確条件）の結果，条件間の差は認
められなかった（F（1, 10） = 0.35, n.s.）．この結果
から，事前から事後におけるキーワードの再生率
には，目的の明確さによる違いはなく，両条件
ともに，事前で挙げたキーワードの内 2割前後の
キーワードしか事後において挙げていなかったこ
とがわかる．
　以上の結果から，レポート課題における情報探
索を通して主題に関する新たな情報が獲得されて

5 min

90 min

5 min

図 4．実験時の被験者の様子

図 5．キーワード数の変化

図 6．キーワードの再生率



− 72 − − 73 −

いただけではなく，主題そのものの捉え方が大き
く変化していたことがわかる．

5. 2　情報源の探索
　次に，レポート課題の分析に移る．レポート課
題では，被験者は情報探索を通して，レポートを
作成することが求められた．実験では，図書館内
の書籍およびインターネットが利用可能であり，
自由な情報探索が許された．
　レポート作成中の情報源の利用を明らかにす
るため，“何に対してどのような行動をとってい
たのか”を表すタグを定義し，被験者の行動を
分類した（タグの定義に関しては，齋藤・三輪 
（2003）を参考にした）．行動の対象は被験者が作

PCPC

図 6．書き起こし例

表 1．対象と行動に対するタグ一覧
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成している「レポート」，「電子的情報源（Web，
OPAC）」，「物理的情報源（書籍）」，「その他」で
ある．情報探索の対象とそれぞれの行動のタグを
表 1に示す．頭部ビデオ映像，PCの操作記録を
もとに，課題解決中の被験者の全行動に対して，
行動が生起した時間とともに適合するタグを付与
した（図６）．

情報源の利用傾向
　各被験者の情報源の利用傾向を表 2に示す．目
的明確条件の被験者 c3 と c5，および，目的不明
確条件の被験者 u3 と u5 の 4 名はまったく物理的
情報源である書籍を利用することがなかった．こ
の内，被験者 c5 と u5 は OPACによる蔵書検索は
行ったにもかかわらず，書籍を利用しようとはし
なかった．また，表 2には現れていないが，目的
不明確条件の被験者 u6 は OPACで書籍を検索後，
書籍を探し書架でいくつかの書籍をブラウズする
が，適当なものが見つからず，書籍を部屋に持ち
込むことはなかった．
　この結果から，たとえ書籍が身近にあり，自由
に利用可能な環境である図書館内にいたとして
も，必ずしも書籍を活用しているわけではないこ
とがわかる．

情報探索活動の推移
　前述の情報源の利用傾向の結果は，レポート課
題中に各情報源を利用したか否かだけを対象にし
ており，実際に情報探索活動がどのように推移し
ていたのかについては明らかではない．例えば，
表 2の被験者 c1 は，一見，各情報源をバランス
よく利用しているように見えるが，レポート課題
中，常に複数の情報源をバランスよく探索してい
たことを示しているわけではない．以下では，情

報探索活動の変化という点から検討を行う．
　被験者の行動を，レポート課題（90 min）の前
半，中盤，後半の 3フェーズに分割し検討する．
行動の対象は，表 1に示した「レポート」，「Web」，
「OPAC」，「書籍」，「その他」の 5つである．前述
のように，「レポート」に対する行動は，レポー
トの執筆や自身の書いたレポートを読む行動を含
む．「Web」に対する行動は，Webでの情報検索（e.g., 
Googleを用いたキーワード検索），検索した結果
の確認，検索した結果から興味のあるページを開
く等の情報探索活動からなる．また，「OPAC」に
対する行動も「Web」と同様である．「書籍」に
対する行動は，書架をブラウズしたり，実際に書
籍を手に取り読む行動であり，書架までの移動等
は「その他」に対する行動として分類した．以下
では，前述の電子的情報源および物理的情報源の
双方を利用していた被験者 c1, u4 を取り上げ，情
報探索活動の推移過程に着目する．
　被験者 c1 の行動の推移を図 7に示す．図では
各フェーズ内で各行動に要していた時間の割合を
棒グラフで表している．また，行動の遷移を矢印
で示し，その遷移確率を矢印上に記述している．
図から，被験者 c1 は，前半ではWeb，OPAC，そ
して，書籍と，電子的情報源および物理的情報源
をバランスよく利用していたことがわかる．しか
しながら，レポート課題中盤から後半では，電子
的情報源はまったく利用しておらず，物理的情報
源である書籍のみを利用し，レポートを執筆して
いた．
　次に，被験者 u4 の情報探索行動の推移を図 8
に示す．被験者 u4 は，前半は OPACで蔵書検索
を行い，書籍をもとにレポートを作成するが，中
盤はWeb探索が中心となり，再び後半で書籍を
中心としたレポート作成が行われている．つまり，
書籍，Web，書籍といったように，利用する情報
源を切り替えながらレポート作成が行われている
ことがわかる．被験者 c1，u4 はともに情報探索
のパターンは異なるが，それぞれのフェーズで利
用している情報源に偏りがあるという点において
は共通した行動を示していた（他の被験者の情報
探索活動の推移パターンについては Appendix A
を参照）．
　以上のように，レポート課題全体を通して，複
数の情報源を利用していた被験者も，プロセス

表 2．情報源の利用傾向
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という観点から見た場合，情報源の利用に偏り
があることが予想される．そこで，各フェーズに
おいて利用される情報源の偏りという観点から全
被験者を分類したのが表 3である．表では，Web
と書籍の利用時間を比較し，利用時間に 5 倍以
上開きがある場合に偏りがあるとした（例：Web
に偏りがある場合は，Webを利用していた時間
（TWeb）と書籍を利用していた時間（T 書籍）の間
に次の関係が成り立つ，TWeb ≧ 5・T 書籍）．表では，
Webの利用に偏っていた場合を「Web」，書籍の
利用に偏っていた場合を「書籍」，偏りが見られ

PC

表 3．情報探索活動の推移

7. c1
Web OPAC 100

(a)  (b) (c)

8. u4
(a)  (b) (c)

図 8．被験者 u4 の行動推移

7. c1
Web OPAC 100

(a)  (b) (c)

8. u4
(a)  (b) (c)

図 7．被験者 c1 の行動推移7. c1
Web OPAC
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なかった場合を「バランス」と表記した．
　目的明確条件の前半において，複数の情報源
を利用していた被験者が目的不明確条件よりも
多く見られるが，直接確率検定（「バランス」か
否かの 2水準で比較）の結果，両条件に統計的な
差は認められなかった（両側検定：p = .24）．多
くの被験者が各フェーズにおいてWebもしくは
書籍のどちらか一方の情報源を利用しており，3
フェーズを通して複数の情報源をバランスよく利
用していたのは，わずかに被験者 c6 の１名のみ
であった．

5. 3　情報ニーズの変化
　次に，情報探索を通した情報ニーズの変化につ
いて検討する．情報ニーズは，情報探索時の検索
キーワードとして捉えることが可能である．表 4
は，Webおよび OPACの検索時に入力された検
索キーワードの変化を示している．以下では，電
子的情報源であるWebおよび OPACの検索キー
ワードを情報ニーズとして，情報探索過程におけ
る情報ニーズの変化を検討する．
　情報探索を通して新たに生み出される情報ニー
ズは，新規な検索キーワードの生成として捉える
ことができる．各フェーズにおける「新規キーワー
ド」の数の変化を図 9に示す．本分析では，レポー
ト課題の課題文に含まれる語句以外で，初出の検
索キーワードを新規キーワードとした．２要因分
散分析（目的明確 /目的不明確，前半 /中盤 /後
半）の結果，交互作用に有意傾向が認められた（F

（2, 20） = 3.02, p  < .10）．各要因の単純主効果を分
析した結果，後半において，条件間に有意傾向が
認められた（F（1, 10） = 4.29, p  < .10)．この結果か
ら，前半，中盤においては，条件間で新規キーワー
ド数に差はないが，後半では，目的不明確条件に
対して，目的明確条件でより多くの新規キーワー
ドが生成される傾向にあることが確認された．

６．考察
　本研究では，被験者である大学生にとって，日
常的なレポート作成の状況を実験的に設けた上
で，大学図書館内における情報探索活動について
の分析を行ってきた．以下では，本研究の結果を
もとに，（1）ハイブリッドな情報環境における情
報源の利用，（2）動的な情報探索過程，（3）情報
探索を通した主題に対する知識変容，について考
察を行う．

6. 1 ハイブリッドな情報環境における情報源の
利用

　従来の情報探索研究は，Webの情報探索や，
Webと書籍を利用する場合の比較など，極度に制
限された情報環境における情報探索活動を対象と
してきた．これと比較して，本研究の大きな特徴
は，大学図書館を仮想的な実験室として，被験者
にとって日常的な，物理的情報源と電子的情報源
が混在したハイブリッドな情報環境における，情
報探索活動を捉えた点にあるといえる．
  分析の結果，ハイブリッドな情報環境における
利用者の情報源の利用形態は，偏りがあるもので
あった．情報源の利用傾向の結果から，物理的・
電子的情報源が自由に利用可能な状況であって

表 4．検索キーワードの変化例

図 9．新規キーワード数の推移
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も，被験者の 3分の 1は電子的情報源のみを用い
てレポート課題を解決していたことが明らかにさ
れた．この中には OPACを利用した蔵書検索まで
は行ったものの，書籍を借りることがなかった被
験者も含まれていた．過去に行われた類似の調査
においても，学生（特に学部生）が利用する情報
源がWebに偏向している事実や，Webの情報源
を過度に信用する事実などが明らかにされている
（e.g., Graham & Metaxas , 2003; OCLC, 2002）．書
籍のような高度に整理・構造化された情報源に囲
まれた環境にあったとしても，必ずしもそれが積
極的に利用されないという本研究の結果は，近年
のWeb環境に依存した情報源の利用傾向を示し
ていると言える．
　また，情報源の利用の推移過程に着目すると，
物理的・電子的情報源の双方を利用していた被験
者であっても，レポート作成過程の前半，中盤，
後半の各フェーズでは単一の情報源に利用が集中
していることが明らかとなった．複数の情報源の
自由な利用が許された環境では，より動的な情報
探索が予想されたが，予想とは異なる結果となっ
た．これについては次節で検討する．

6. 2　動的な情報探索過程
　情報探索は，古典的には，情報ニーズからのク
エリ（検索問い合わせ）と一致する情報が発見さ
れた時点で情報探索が終了する能動的な情報探索
プロセスとして考えられてきた．一方，近年で
は，Bates（1989）によるBerrypicking model が示
すように，探索の過程で出会った情報と相互作用
を繰り返しながら情報探索が進む，受動的な側面
を含めた情報探索モデルへと，その捉え方が変化
してきた．そして，このような情報や情報源と相
互作用しながら動的に変化する情報探索プロセス
は，Webの情報探索に対する研究などを通して，
実証的な検証が進められてきた．現在では，情報
探索の過程で発生する「情報源との遭遇」や「情
報との遭遇」といった，当初は予期されていな
かった情報源や情報との出会いが情報探索プロセ
ス自体に影響を及ぼし，「セレンディピティ」が
導かれるプロセスについて注目が向けられている
（e.g.，Erdelez，2004；Foster & Ford，2003；三輪，
2003）．
　本研究では，情報源の探索における偏りという

結果から，物理的なメディア /電子的なメディア
という意味において，必ずしも情報“源”を頻繁
に渡り歩きながら情報探索が推移しているわけで
はないことが確認された．しかしながら，偏りが
ある中においても，そこには少なからず情報源間
の行き来は存在している．何が情報源間の切り替
えを促しているのか，情報ニーズと選択される情
報源の間にはどのような関係が存在するのかにつ
いては，発話プロトコル等のデータ用いた更なる
分析が必要である．加えて，レポート課題の主題
に関するキーワードの変化から，主題の捉え方が
大きく変化したことが示された．この変化を導く
プロセスが，単に情報ニーズを満した情報の積み
重ねなのか，それとも，情報探索における予期し
ない情報や情報源との遭遇が大きな役割を果たし
ていたのかについても，更なる検討が必要である． 
　また，レポート課題後半において，目的が不明
確で，問題解決までの道筋が明確に与えられてい
ない場合よりも，目的が明確に定められている場
合に，より多くの新規キーワードが生成される傾
向が示された．本研究で操作した目的の明確さは，
情報探索を方向付ける「制約」として考えること
ができる．制約が思考過程に与える影響は，問題
解決や創造性に関する研究において取り上げら
れ，多くの研究が行われてきた．たとえば，創造
性に関する研究では，完全に自由な状況よりも，
適度な制約が与えられる条件において，より独創
的なアイディアが生まれることが明らかにされて
いる（Finke，1996）．制約が情報探索に与える影
響を明らかにすることは，教育場面において教師
が行うべき足場作りと，学生が自主的に情報を探
し問題を解決すべき境界を明確にするという意味
において重要な点である．

6. 3　情報探索を通した主題に対する知識変容
　情報探索はその過程を通して，多くの情報と出
会い，主題に対する知識の変容を促す．本研究に
おける，事前から事後へのキーワードの変化は，
情報探索を通して，主題の捉え方が大きく変化す
ることを表していた．一方，目的の質の差異は，
その後の情報獲得と主題の捉え方に影響を与えて
いると予想されたが，条件間での違いは認められ
なかった．本研究では，レポート課題で取り上げ
たテーマの性質上，主題に関連するキーワードの
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質についての客観的な検討は難しいため，キー
ワードの数のみを分析の対象としていた．今後は，
作成されたレポートの構造を対象とし，条件間の
差異について検討する予定である．
　また，情報源の違いによる情報探索プロセスへ
の影響や，その後の知識の変容についても，今後
の課題である．たとえば，Roy，Taylor and Chi（2003）
は，中学生を対象として，調べ学習とその後の知
識変化について，書籍とWebを使用した場合の
比較を行っている．その結果，Webが書籍に比べ
て，主題知識を増加させる一方，書籍がWebに
比べて，関連知識（周辺知識）を増加させること
が報告されている．この結果は，情報源の質の違
いが学習に対して異なる影響を与えることを示し
ており，探索される情報源の違いが，知識構造に
及ぼす影響についても更なる検討が必要である． 

７．まとめ
　本研究では，質的・量的に異なる複数の情報源
を含んだ情報環境における，利用者の情報探索活
動の理解を目的に，実証的な検討を行ってきた．
これまでの分析から，本研究の第一の目的である
情報源の利用形態に対しては，以下の 2点が明ら
かとなった． 
・たとえ高度に構造化された物理的情報源であ
る書籍が身近にあったとしても，必ずしも活
用されるわけではない．
・情報探索のプロセスにおいて情報源の利用に
偏りが認められる．

　また，第二の目的である，目的の明確さが情報
探索活動に与える影響については，以下の点が明
らかとなった．
・明確な目的は情報ニーズの生成を促進する傾
向がある．

　図書館研究において，ハイブリッドな情報環境
における利用者行動を直接の分析対象とした研究
は少ない．本研究が示した認知心理学的な手法に
よる分析は，より現実的な利用者行動のモデルを
導くために必要不可欠なものであり，今後の研究
の発展が望まれる．しかしながら，本研究は，未
だ研究の導入・初期段階にある．今後は，発話プ

ロトコルを含めたデータの更なる分析を進めると
ともに，より詳細な実験を通して，ハイブリッド
な情報環境における情報探索プロセスのモデル構
築を目指す．

謝辞
　本研究の実施にあたり，名古屋大学附属図書館の図書館
員の皆様にご理解とご協力をいただきましたことをここに
感謝いたします．

参考文献
Bandura, A. (1986). Self-regulation of motivation and action 

through internal standard and goal system. In A. P. Lawrence 
(Ed.), Goal Concepts in Personality  and Social Psychology, 
19-85. Hillsdale, NJ: Erilbaum.

Bates, M. J. (1989). The design of browsing and berrypicking 
techniques for the online search interface. Online Review, 
Vol.13, 407-424.

Erdelez, S. (2004). Investigation of information encountering in 
the controlled research environment. Information Processing 
and Management , 40, 1013-1025.

Finke, R., A., Ward, T., B., & Smith, S. M. (1996). Creative 
Cognition: Theory, Research, and Applications. Bradford 
Books.

Foster, A., & Ford, N. (2003). Serendipity and information 
seeking: an empirical study. Journal of Documentation, Vol. 
59, No. 3, 321-340.

海保博之・原田悦子（1993）．プロトコル分析入門．新曜社．
OCLC (2002). How academic librarians can influence students' 

web-based information choices. OCLC White Paper on the 
Information Habits of Collage Students . 

Graham, L., & Metaxas, P. T. (2003). Of course it's true; I saw 
it on the Internet! Critical thinking in the Internet era. 
Communications of the ACM, Vol. 46, No. 5, 70-75.

三輪眞木子（2003）．『情報検索のスキル−未知の問題をど
う解くか』．中央公論社．

Roy, M., Taylor, R., and Chi, M. T. H. (2003). Searching for 
information on-line and off-line: gender differences among 
middle school students. Journal of Educational Computing 
Research, Vol. 29, No. 2, 229-252.

齋藤ひとみ・三輪和久（2003）．問題解決活動としての
WWW情報探索 : 科学的発見の枠組みに基づく検討．『認
知科学』，Vol.10，No.2，258-275．

斎藤泰則（2001）．情報探索の論理．田村俊作（編），『情報
探索と情報利用』，第 3章，153-188．勁草書房．

Simon, H. (1989). Model of Thought. Yale University Press.



− 78 − − 79 −

 11

Appendix A. 

(a)  (b)  (c)

(a)  (b)  (c)

(a)  (b)  (c)

図 A-1．被験者 c1 の行動の推移

図 A-2．被験者 c2 の行動の推移

図 A-3．被験者 c3 の行動の推移
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A-4. c4
(a)  (b)  (c)

(a)  (b)  (c)

(a)  (b)  (c)

図 A-5．被験者 c5 の行動の推移

図 A-6．被験者 c6 の行動の推移

図 A-4．被験者 c4 の行動の推移
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(a)  (b)  (c)

A-8. u2
(a)  (b)  (c)

(a)  (b)  (c)

図 A-9．被験者 u3 の行動の推移

図 A-7．被験者 u1 の行動の推移

図 A-8．被験者 u2 の行動の推移
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(a)  (b)  (c)

(a)  (b)  (c)

(a)  (b)  (c)

図 A-12．被験者 u6 の行動の推移

図 A-10．被験者 u4 の行動の推移

図 A-11．被験者 u5 の行動の推移
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研　　究

　〈はじめに〉
　十九世紀末から二十世紀初めにかけて、蔵書票
は小さな複製芸術品として多くの人々の関心を集
めた。十九世紀後半になってますます多くの中産
市民が、書物と書斎を自身の一種のステイタス・
シンボルと感じ始めたとき、蔵書票はこの所有の
歓びを演出する小道具となったばかりでなく、そ
れ自体のために存在し、あるいはそれを介して市
民たちを結びつけるものにもなっていく。つまり
それは、切手やコイン・メダルと同様に、多くの
蒐集家を産み出したのである。同時代の有名無名
の芸術家たちは、産業革命以降の大量生産市場メ
カニズムと軌を一にする複製芸術の興隆に大きく
関与していくなかで、蔵書票の制作にも積極的に
携わった。この世紀転換期に制作された蔵書票は、
アールヌーヴォーやユーゲントシュティール、表

現主義など、時代の多彩な様式を映し出し、この
ことが芸術的な蒐集対象としてとりわけ愛好され
る一因をなしてもいた。十五世紀後半に書物の所
有者を明示するために考案され、印刷術が普及す
る十六世紀の人文主義的潮流に乗って、王侯貴族
やごく少数の富裕市民が所有する書物に貼られた
かつての蔵書票は、近代市民社会になるとこのよ
うに、本来の実用的な第一目的から離れて一人歩
きする傾向も見せ始める１。しかし、そこに描か
れた図像に注目するならば、蔵書票はやはり書物
に貼られるべく生まれたものとして、その出自を
しっかりと記憶し、あるいは積極的にアピールし
ているものも少なくない。古くからヨーロッパ世
界で書物に託された意味を示唆するモチーフが、
そこにはしばしば登場しているのである。
　このような伝統的モチーフのなかで、本稿では

書 物 と 髑 髏

On the Origin of the Image Association of Books and Skulls

名古屋大学大学院国際言語文化研究科
Graduate School of Languages and Cultures, Nagoya University

前野みち子
MAENO, Michiko

Abstract
This paper focuses on the image association of books and skulls which we often  

encounter in the modern European Ex Libris. The author pursues the origin of this motif 
and finds it lies not, as is usually considered to be the case, in the “Vanitas” still life works 
of the 17th century where these  images frequently occur. Rather it can traced further 
back, to the early 16th century, that is, to the secularized humanistic reinterpretation of late 
medieval religious thoughts about death.

＊本論考は、名古屋大学博物館 <第９回企画展 >「本に貼られた小さな美の世界　蔵書票」の期間
中に行った講演を契機として生まれた。蔵書票の興味深い図像について考える機会を与えて下
さった名古屋大学博物館長西川輝昭先生にこの場を借りてお礼を申し上げたい。
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とくに、十九世紀末から二十世紀にかけての蔵書
票にしばしば見られる書物と一つの

4 4 4

髑髏のある図
像（図１，２，３）に注目し、このモチーフの結合
が意味するものについて考えてみたい。蔵書票に
書物が描き込まれることには何も不思議はない。
それではなぜ書物と

4

髑髏なのか。書物は数冊描か
れることもあるが、髑髏は常に一つである。それ
はなぜなのか。ヨーロッパの絵画史に少し通じた
者なら、書物と髑髏が十七世紀の静物画、とりわ
けオランダの静物画２に繰り返し描かれていたこ
とを知っている。そして、静物画を含むこの世紀
のオランダ風俗画の全体が十八世紀になると全
ヨーロッパの関心を集め、王侯貴族のコレクショ

ンとして蒐集され、それらを克明に模写した銅版
画が数多く出回ったことを考えるならば、近代の
蔵書票に見られるこのモチーフのルーツもひとま
ずは十七世紀の静物画に求められるだろう。しか
し、ここで問題は二つに分岐する。一つは更に時
代を遡って、それではなぜ十七世紀の静物画に書
物と

4

髑髏が組み合わせて描かれるようになったの
かという問題、そしてもう一つは時代を下って、
この静物画のモチーフがなぜ近代の蔵書票に再び
甦ったのかという問題である。ここでは紙面の都
合から前者の問題を中心に論ずることにし、十七
世紀の静物画から近代にかけての書物と髑髏の意
味変遷については、また稿を改めて考察するつも
りである。

　〈図像史における髑髏の登場〉
　図像としての髑髏の起源には、骸骨やその途上
にある死者（トランジ）の図像とは少し異なる
文脈が入り込んでいる。中世以来〈死

メ メ ン ト・モ リ

を思え〉−
〈虚

ヴァニタス

飾〉の戒めは繰り返し説かれていたが、十五
世紀になると、身分・職業・年齢を問わぬ人すべ

4 4 4

て
4

に、等しく不意に訪れる死の脅威を強調する
〈死

ダンス・マカブレ

の舞踏〉図が、ヨーロッパ各地の教会内部や
回廊、墓地の囲壁などにしばしば描かれるように
なる。必ず滅びる肉体の虚しさと対比させて永遠
の魂の救済を勧めるこの教えが、言葉だけでなく
図像と結びついて３盛んに喧伝されるようになる
時代背景に、十四世紀半ば以降何度もヨーロッパ

図３　ドイツ近代の蔵書票（1894 年）図２　フランス近代の蔵書票（1908 年以前）

図１　ドイツ近代の蔵書票
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各地を襲い猛威を奮ったペストの惨状を見る研究
者も多い４。この時期の〈死

ダンス・マカブレ

の舞踏〉に現れる死
者たちは、この図像の制作者としては最も名高い
あのホルバイン作の木版版『死

ダンス・マカブレ

の舞踏』に登場す
るような完全な骸骨ではなく、腐肉をぶらさげて
カエルやヘビに苛まれるおぞましい姿を曝してい
た。当時の有力者の墓碑にも、死後の腐りゆく肉
体をことさら生々しく刻んだものが少なくない。
死後の肉体が虚しく醜悪なものと意識されればさ
れるほど、不死なる魂の価値は上昇し、その救済
と安寧を是非とも生きているうちから図らざるを
得なくなる、というのが教会側の狙いでもあった
だろう。そしてまた、貧富の差が際立ち始める
十五世紀後半の都市社会では、共同体内に頻発す
る不和反目を緩和するためにも、“誰にも等しく
訪れる死”の教えの効果が期待されたに違いな
い５。この世紀半ばに興った印刷術の革新と普及
は、〈死

ダンス・マカブレ

の舞踏〉図を簡易印刷本によってくまな
く広め、同様の民衆教化本を次々と産み出してい
く。しかしその一方で、中世に生きる民衆にとっ
て骸骨や髑髏が殊更忌むべきものではなかったら
しい様子は、次のようなヴィヨンの詩６からも窺
える。

　この墓場の納骨所に　堆
うずたか

く積上げられた
　これらの髑髏を　つくづくと眺めてみると、

　少なくとも　会計検査院の諸公でなければ、
　請願審査院のお歴々の委員であったか、
　そうでなければ、みな全て　かつぎ屋だった。
　そういうことは　誰についても　俺は言い得る、
　何故ならば、司教であろうと、提燈持ちであろ
　うとも、
　俺には　一向　髑髏の区別がつきかねるから。

（『遺言詩集』162）

　都市の「お歴々」と「かつぎ屋」、「司教」とそ
の「提燈持ち」を「区別のつかない」髑髏にする
死は、ここでは古代からの異教的民衆諷刺文学の
伝統にあり、それはキリスト教の教化的意図とは
全く逆の死生観を体現するものだった。死んでし
まえば皆同じ、だから人生をできる限り楽しもう
というのである。キリスト教勃興期に異教徒とし
て辛酸を嘗めたらしい後四世紀のあるローマの詩
人は、「世にある人は誰とても／ついには死ぬる
がその定め。／明日という日に己というもの／生
きてあるかということすらも／死すべき身にて知
る者はなし。／されば、おい人間よ、／これをと
つくと心得おいて／大いに陽気にやるがいい」と
歌っている７。ヴィヨンの詩句にも見えるように、
髑髏が「堆く積上げられた」納骨所のある教会墓
地（図４）は当時しばしば街なかにあり、そこは
市民たちの日常的な憩いの場でもあった。陽気な

図５　同左、扉絵
　　図４　ハイデルベルクの「死

ダンス・マカブレ

の舞踏」（簡易木版本）
　　　　　（1485 年）最終頁、納骨堂
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生者は死んでも陽気であろうとする。この伝統に
立って描かれる死者たちの図像は古来、恐ろしさ
を感じさせないばかりか、どこか滑稽でユーモラ
スな雰囲気を漂わせている。十五世紀末のドイツ
の簡易木版本『死

ダンス・マカブレ

の舞踏』に現われる死者たちも、
当時のダンス場を模した小屋がけの空間で陽気に
踊り騒ぎ（図５）、教化をめざす教会側の意図か
ら逸脱し始めている。
　しかし勿論、〈死

メ メ ン ト・モ リ

を思え〉は中世を通じて良き
キリスト者の心に語りかけ、キリスト教モラルは
常に骸骨や死者（屍体）と共にあった。納骨所の
積み上げられた髑髏の山

4

はヴィヨンのような皮肉
な戯れ歌の対象ともなるが、ただ一つ

4 4 4 4

置かれた髑
髏は人を否応なく生と死についての瞑想に導くよ
うに思われる。この一つの髑髏の起源は一体どこ
にあるのだろうか。図像としての一つの髑髏は、
十四世紀後半から頻繁にキリスト磔刑図に登場し
始める８。キリストの十字架が立てられた丘ゴル
ゴタ、それはアラム語で髑髏（頭蓋骨）を意味し、
聖書外典ではしばしばこの地が人類の祖アダムの
埋葬された場所と解釈されていた。つまりキリス
トは、罰として死すべき運命を荷なわされた人間
（その始祖アダム）の原罪を贖うために、その同
じ場所で死んだとされたのである。この伝説を踏
まえた磔刑図は例えば十二世紀の写本にも見出せ
るが、そこでは人類の祖アダムはまだ髑髏ではな
く、キリストによって復活したラザロのように墓
から復活する姿で、つまり再生し生きた肉体を持
つ姿で、十字架の下に置かれた木棺から頭をのぞ
かせている９。この福音的な喜びのイメージを含
む伝説を十四世紀後半に一義的な髑髏に変貌させ
たのは、やはり凄惨なペスト体験を経て認識され
た死の圧倒的な力と人間の無力感だったのだろう
か。いずれにしてもこれ以降、フランドル（現在
の北フランスとベルギーの地域）で制作された時
禱書細密画（図６）や祭壇画のキリスト磔刑図 10

にはしばしばアダムの髑髏が描き込まれることに
なる。十五世紀のブルッヘを中心とするフラン
ドル絵画の全盛期に、この髑髏はキリストの十字
架の立つ地面に、十字架降下の図では倒れこむマ
リアに歩み寄る聖ヨハネの足元に、あるいは夕暮
れ時のゴルゴタ（の丘）を背景にマリアの膝に抱
えられたイエスの遺体の足元に、そしてまた埋葬
のためにその遺体を運ぶ悲嘆にくれる人々の足元

に、繰り返し描かれた。時禱書や写本の細
ミニアチュア

密画家
たち、ロベルト・カンピン、ロジャー・ファン・
デル・ウェイデン、ハンス・メムリンク、そして
これらの巨

マイスター

匠から影響を受けたフランドルやドイ
ツの画家たちは、明らかにこの伝説を踏まえて、
キリストの死を描く場面にアダムの髑髏を置い
た 11。それは、救済の福音よりむしろ地上の罪深
き生への戒めとして、死すべき人間の運命を強調
していた。
　死すべき運命を最初に荷なったアダムの髑髏
は、勿論人すべての生の虚しさを象徴するもの
でもあった。ただ一つの髑髏を前にして、人は
始祖アダムとキリスト磔刑の意味を想い、死後に
初めて得られる救済の可能性と必ず訪れる死を
想った。フランス、ドイツ、北イタリアの教会に
〈死

ダンス・マカブレ

の舞踏〉が盛んに描かれ、版画や印刷本にも
多くの死者たちが溢れていた時期に、フランドル
の髑髏志向ともいうべき傾向は、〈虚

ヴァニタス

飾〉をただ
一つの髑髏によって象徴的に表現することの方を
好んだように見える。それはアダムの髑髏を直接
的には指示しない、一般的な〈虚

ヴァニタス

飾〉の寓意とし
ても早くから定着した。ウェイデンはブラック家
のために制作した小型三

ト リ プ テ ィ ッ ク

枚組祭壇画（1450 年頃）
の折り畳んだ外面左に髑髏を描き、右にはこの髑
髏の語る言葉を刻んでいる。「ご覧、誇らしげで

図６　フランドルの細密画（1405-10 年）
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貪欲そうなお前さん、この私だってかつては美々
しかったが、今じゃウジ虫の餌

えじき

さ」12、と。このメッ
セージは、同時代の他の地域では腐りゆく死者や
骸骨によって語られたものだった。メムリンクも
同様の二つの小型祭壇画外面に、ちょうど壁

ニ ッ チ

龕に
置かれたような騙し絵の手法で髑髏を描いている
（図７）。当時壁

ニ ッ チ

龕に置かれるのを常としたのは聖
人像で、人々の崇拝と信仰の対象だったが、ここ
でそれにとって代った一つの髑髏はその前に立つ
人に向こうから語りかけてくる。そして、一人の
死者が一人の生者（肉体的

4 4 4

存在としての生者）に
一対一で対応する姿を描く〈死

ダンス・マカブレ

の舞踏〉図の慣わ
しと比較してみるならば、磔刑像の文脈から切り
離されてただ一つ置かれた壁

ニ ッ チ

龕の髑髏（死者の頭
蓋）は、その前に立つ人の頭（知性的

4 4 4

存在とし
ての生者）に向って語りかける。つまり、〈虚

ヴァニタス

飾〉
をめぐる髑髏との対話は、〈死

ダンス・マカブレ

の舞踏〉における
死者との対話よりも必然的に知的・瞑想的な相を
帯びることになるのである。
　図像史的に見た髑髏の起源はほぼこんなところ
だろう。しかし、ヴィヨンの眺める髑髏の山も、
アダムの髑髏も、そして〈虚

ヴァニタス

飾〉のモラルを説く
髑髏も、まだ書物とは何の関係もない。髑髏が書
物の表象と結びつくのは、一体いつ頃からなのだ
ろうか。

　〈デューラーの聖ヒエロニムス〉
　十五世紀末から十六世紀初頭に全ヨーロッパ的
な名声を博したニュルンベルクの画家アルプレヒ
ト・デューラーは、上述したようなフランドル絵
画の髑髏志向に早くから精通していたように見え
る。彼の活躍した時代のドイツには、既にフラン
ドル絵画の影響が広く及んでいたが、デューラー
はアダムの髑髏という中世的モチーフを彼の時
代の新しい人文主義的文脈に導き入れてみせた。
1514 年に制作したエッチング「書斎の聖ヒエロ
ニムス」がそれであり、ここに初めて髑髏と

4

書物
がともに一つの構図に描き込まれることになる。
彼はこれ以前にも何度か、当時流行していた聖ヒ
エロニムス（345?− 419/29）像を画題に選んで
いるが、そこにはまだ髑髏はなく、他の多くの画
家たちが描いた二つのタイプのヒエロニムス像
（以下に述べる）にも髑髏は登場していない 13。
　初期キリスト教の教父聖ヒエロニムス（345? 
-419/20）は、中世には荒れ野での厳しい修行と、
そのさ中にライオンの足の棘を抜いてやったと
いう民衆的挿

エピソード

話によって親しまれていた。それが
十五世紀になると、イタリアから始まるルネサン
ス−人文主義の精神によって、異教の古典世界に
通じ、ラテン語訳聖書を完成した学者・知識人
という側面が急速にクローズアップされるに至
る14。従って中世から数多いこの聖人の図像化は、
十五世紀以降、荒れ野でキリスト磔刑像を前に祈
りを捧げ、あるいは石で自分の胸を打つ苦行者と
しての姿を描くものと、書斎に坐る学者（あるい
は高位聖職者）としての姿を描くものの大きく二
つに分岐していた 15。書物（数冊以上）は勿論学
識を強調する後者に必須の属

アトリビュート

性だが、前者にも一
冊の書物（聖書）はしばしば見られる。デューラー
もまたこれ以前にこの二つのタイプのヒエロニム
ス像を数点描いているが、その彼が最初に髑髏を
描き込んだのは、荒れ野ではなく書斎の中だっ
た（図８）。画面中央奥に座るヒエロニムスは書
きものをしているが、向って左手の大きな張り出
し窓の手前に髑髏が置かれ、その傍に書物が何冊
か見える。彼がこれをアダムの髑髏として描いた
ことは、この髑髏と机の隅に置かれたキリスト磔
刑像、そしてヒエロニムスの書きものをする手元
が遠近法の消失点に向かう一直線上にあって、一
つの緊密な意味連関を示唆していることからも明

　図７　ハンス・メムリンク、聖ヨハネとヴェロニカの
　　　　三枚組祭壇画外面図（1483 年頃）
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らかである 16。デューラーはここで伝統的な二つ
のタイプを意図的に統合し、元来荒れ野のヒエロ

4 4 4 4 4 4 4 4 4

ニムスに属していた磔刑像を書斎に持ち込んで
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、
そこに髑髏を付け加えた
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

17。旧約のアダム→救済
者イエス→その福音をラテン語訳した異教の古典
にも造詣の深い学者

4 4

ヒエロニムスという意味連関
は、ゴルゴタのイエスの傍に描き込まれたアダム
の髑髏や〈虚

ヴァニタス

飾〉の教えからもう一歩踏み出して、
キリスト教信仰の枠に留まらない、そして留まろ
うとしない人間の知的営為一般

4 4 4 4 4 4

を、その営為の可
能性を問題にし始めているように見える。髑髏は
たしかにアダムの髑髏を暗示し、それは同時に死
すべき人間存在の〈虚

ヴァニタス

飾〉を象徴してもいる。こ
のモラルは、聖人の背後の壁に掛けられた砂時
計、棚の上の燭台によっても繰り返し強調され、
天上から下がる大きな瓢箪もこの意味方向で解釈
できる。書斎のヒエロニムス像にはこれまでにも
しばしば砂時計と数冊の書物が描き込まれてきて
おり、高い学識もまた死を免れ得ないことが砂時
計という控え目なモチーフによって暗示されてい
た。しかし、デューラーが聖ヒエロニムスの書斎
の窓際に置いたアダムの髑髏は、一方で磔刑像と
ともにそのキリスト教的文脈を明示しながら、他
方では、この学者聖人その人のように、知的営為
が個としての死を超え後世まで長く影響を及ぼし

うることを証す、人文主義時代の物言わぬ証人で
もあった。注目すべきことに、アダムの髑髏はこ
こで鑑賞者に向い直接語りかけてはいない。彼は
窓から豊かな光の差しこむ静謐な空間のなかで、
窪んだ右頬の横顔を見せ、この書斎全体を穏やか
に見護っているように見える。この光はおそらく
知識の光を暗示してもいる。人間の個としての死
は避けられず、その意味で〈虚

ヴァニタス

飾〉の教えは正し
い。しかし、個としての死を補いうる人間の知的
営為というものもあるのではないか。アダムの髑
髏は、この知的営為の象徴である書物との共存を
静かに受け容れている。
　デューラーは人間の知性をめぐるこのある種異
教的な問いに一義的な答えを与えているわけでは
ない。しかし彼が後年（1520/21）ネーデルラン
トを旅した折に、同地の人々に自ら選んで贈り
あるいは売った作品がこのエッチングであった 18

ことを考えるならば、彼はフランドル−ネーデル
ラント地域の髑髏志向を強く意識した上で、そこ
に自身が付け加えた新たな意味をアピールしよう
としたのだろう。そしてまた、彼が時折この作品
を、同年の作品「メレンコリアⅠ」（図９）19 とペ
アにして贈ったという事実も、この解釈の方向を
支持するものと考えられる。この二点より一年早
く制作された「騎士と死神と悪魔」でも、彼は生

　　　　図８　アルプレヒト・デューラー、
　　　　　　　「書斎の聖ヒエロニムス」（1514 年）

　　　　図９　アルプレヒト・デューラー、
　　　　　　　「メレンコリアⅠ」（1514 年）
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と対立する死を描いている。常に中世的な死を念
頭に置き、それと対峙しつつ制作したように見え
るデューラーは、自身の芸術活動を含む人間の知
的営為の「可能性」を絶対的に肯定してはいない。
しかし、この対峙そのものが示すように、既に
十五世紀末にイタリアを体験していた彼は、やは
りその人間中心主義とも言うべき潮流の洗礼を受
けていた。死（すべき運命）と知性という人間の
生存条件は、中世的心性から脱しつつあった十六
世紀初頭の知識人にアンビヴァレントな二極性と
して意識されたように見える。それはこの時代の
知性が異教的

4 4 4

知性の再生を目指してもいただけ
に、深刻な精神的不安とも結びついた。宗教改革
運動はこのような時代状況を基盤として展開し、
この新しい問題にキリスト教信仰の側から答えを
出そうとする試みでもあった。最晩年にこの運動
に巻き込まれることになるデューラーは、「書斎
の聖ヒエロニムス」で図像としてはおそらく初め
てこの問題に焦点を当て、自ら明確な答えを得ら
れないままに、死と知性を天秤にかける姿勢を示
したと言える 20。そしてルネサンス・人文主義の
潮流は確実に、知性の重みを肯う方向を辿りつつ
あった。

　〈人文主義と書物〉
　ところで、人文主義の興隆は印刷本としての書
物の流布と緊密に結びついている。十五世紀末ま
でに大陸ヨーロッパ全体に普及した印刷術は、人
文主義者たちの存

レゾン・デ ー ト ル

在理由となり、写本にとって
代った印刷本は新時代の息吹の象徴ともなった。
十六世紀の人文主義者たちの肖像画は、必ずと
言っていいほどこの印刷本を手にし、あるいは傍
らに置いた姿で描かれている。その代表者エラス
ムスを描いたマセイスやホルバインの数多い作品 21

でも、書物は決して欠けてはいない。ホイジンガ
によれば、エラスムスは印刷術の時代の申し子と
して著述とその出版の校正作業に追われる一生を
送ったが 22、彼にとって印刷された書物は人文主
義的知性そのものを意味していた。
　エラスムスは聖ヒエロニムスに強い親近感を
抱いていた。学者・知識人としての聖ヒエロニ
ムス崇拝は彼の時代の一般的趨勢だったが、古代
ローマの古典、とりわけキケロを愛し、聖書研究
にも打ち込んだエラスムスは、この聖人が同じ経

歴をもつキリスト者であったことに個人的な共感
を覚えたのだろう。中世以来真筆偽筆入り混じる
混沌状態にあったヒエロニムスの著作を初めて学
問的に校訂したのも彼である。しかし、生涯書斎
生活を送ったエラスムスは荒れ野での苦行とは縁
のない人物で、晩年には僧籍を離脱して人文学研
究に没頭した。辛辣な批判精神にも富んではいた
が、その交友関係やルターとの対立などからも窺
えるように、宗教的狂信を嫌う性格であったらし
い。異教的古典と聖書を共に奉じる彼の人文主義
的立場は、個人の死を超越して永遠に生き続ける
書物への全幅の信頼を前提としていた。印刷術と
はまさしくこの永遠を保証する技術だったのであ
る。従って彼の書物は髑髏と同一次元に並存する
ものではない。この時代に描かれた他の著名な人
文主義者たちの肖像画でも、あるいは十六世紀半
ば以降に数多く出版された木版・銅版画の著名人
集に登場する人文主義者たちの肖像でも、そこに
添えられた書物は「すべてを滅ぼす死」や髑髏と
は結びつかず、むしろ「死を超えて生き続ける知
性」というポジティヴな意味方向を示している。
例えばこの種の著名人集（1587）に登場する J・
L・ヴィーヴェス 23 は、書物を手にした木版肖像
の下にこんな風に紹介されるのである。「私の名
VIVESは生

レーベン

を表しているが／それは故なきこと
ではない／知者は著述において至る所に生き／
その大いなる反響によって高く称賛される。1540
年死す。」24

　  図 10　ジョフロワ・トリーのプリンターズ・マーク
　  　　　  「毀れ瓶」（1529 年）
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　このように、古
ル ネ サ ン ス

典復興（再生）−人文主義の
精神は、個人の肉体的死を意識しつつ、同時に、
個人の知性によってそれを乗り越えようとする
精神でもあった。十六世紀前半のフランスの代
表的な出版人にして人文主義者ジョフロワ・ト
リー（1480?-1533）は、その印刷工房の目印とし
て「毀れ瓶」の図像を掲げていたが、それは彼の
出
プリンターズ・マーク

版人刻印でもあり（図 10）、この時代の精神を
如実に反映するものでもあった。トリーは、死す
べき人間の運命を図像化するに当って、この時代
にまだ支配的だった髑髏や骸骨ではなく、「毀れ
瓶」を選んだ。土の瓶は聖書の文脈で人間の脆い
肉体を暗示していた。ところがトリーはこのキリ
スト教的「毀れ瓶」を（異教的）古代の

4 4 4

瓶と読み
替えて、そこに人間存在の個を超えた持続性を暗
示し、更にその下に三つの鍵によって封印された
一冊の本を置いた。つまり彼もまたデューラーと
同様に、死すべき肉体と知性（書物）の関係を問

題にしたのである。しかし、トリーの与えた答え
ははっきりと肯定的なものだった。彼はこの図を
解説して、脆い瓶である個人の知性にも、人間と
しての節度を弁えた努力によって、一冊の本（＝
聖書＝世界）の奥義（＝神的な知）に到達するこ
とが可能であると言明している 25。
　トリーのルネサンス的世界観は、彼が『万華
苑』（1529）で詳述する人体を基本とするローマ
ン体活字（図 11）の思想にも顕著に現われている。
活字は人間知性の全的可能性が託された書物（＝
世界）を具体化する道具であり、その使命にふさ
わしく規範的人体プロポーションに倣って象られ
るべきだと彼は考える。小

ミクロコスモス

宇宙である人間はもは
や中世におけるような大

マクロコスモス

宇宙（＝世界）に支配さ
れる存在ではなく、小宇宙こそ大宇宙のための規
矩を提供すべきなのである。このような人間中心
主義的発想が、レオナルドのあの有名な「ウィト
ルウィウスによる人体プロポーション（図 12）」
（1492?）26 に通底するものであることは明らかだ
ろう。人間の死は生の営みに翳りを与え、その虚
しさを際立たせるものではなく、死後に残される
書物は、生の世界を豊かにし、死者と生者を愛に
よって結びつけるものと考えられた。上述した約
半世紀後のヴィーヴェスへの賛辞に見えるのと同
じ思想を、トリーはその美しい小冊子『七つの愛
の墓碑銘と寓意図像』（1530）の冒頭に、ラテン
語とフランス語の洗練された文体で綴っている。
「私の読者

4 4

である君に、私の死後も幸せに長き良
き生を。死の記憶は生に装飾をほどこす。」（図
13）27 二つのハートを射抜く一本の矢は、著者と
読者の心を一つに結びつける書物に等しく、それ　　図 11　ジョフロワ・トリーのローマン体活字の例

　　　　　  『万華苑』から

　図 12　レオナルド・ダ・ヴィンチ「ウィトルウィウス
　　　　  による人体プロポーション」（1492 年頃？）

図 13　ジョフロワ・トリー『七つの愛の墓碑銘と寓意図像』
　　　  から、最初の頁 (1530 年）



− 90 − − 91 −

は個人の死を超えて生き続ける。書物とはつまり
永遠の知的な愛なのである。

　〈中世的髑髏の人文主義化〉
　トリーは人間の死すべき運命を表象するに当っ
て髑髏や骸骨を避けたが、人文主義は中世的な
〈死

メ メ ン ト・モ リ

を思え〉−〈虚
ヴァニタス

飾〉の教えの宗教的色
ト ー ン

彩を緩
和し、より普遍的で知的な瞑想へと変容させる役
割も果した。デューラーのアダムの髑髏はその最
初期の例であり、そこで初めて髑髏は書物と結び
つくことになった。
　ところが、十五世紀後半から盛んに描かれ始め
る〈虚

ヴァニタス

飾〉の図像一般に関して言えば、それは大
きく二つの系譜に分かれ、その一つの系譜である
一つの
4 4 4

髑髏は十六世紀にはまだ主流ではない 28。
初期に主流をなしたのは女性を描く系譜で、鏡に
見入る女性像、あるいは若く蠱惑的な女性と老醜
を曝す女性のどぎつい対置が、人

ヴ ァ ニ タ ス

生の虚しさを表
す代表的図像だった。ボッシュの「七つの大罪」
（ca.1480）では着飾る女性に悪魔が鏡を差し出し、
メムリンクの「地上の虚飾と神の救済の祭壇画」
（ca.1485）は、死（者）・女性・地獄という観念
連合を示している。同時代の〈死

ダンス・マ カ ブ レ

の舞踏〉図に
も、鏡を手にした貴婦人が登場するものがいくつ
か見出せる。ヘビに誘惑されて楽園追放の原因を

つくった女性の祖エヴァは人類に死をもたらした
張本人と見なされ、必ず老いる身を顧みず美々し
く飾り立てることに執心する女性は、キリスト教
道徳を説く女性嫌悪的な聖職者やその周辺の人々
にとって、常に恰好の非難の的だった。メムリン
クの描いた祭壇画のように、死・女性・地獄の観
念連合は、地上の生の〈虚

ヴァニタス

飾〉を戒め改悛を促す
図像として、世俗向き

4 4 4 4

に最も分りやすく効果的な
ものと思われたのである。
　〈虚

ヴァニタス

飾〉の教訓を女性像によって示す図像の系
譜は十六世紀になるとネーデルラントやドイツで
大流行し、そこではしばしば鏡を前にした女性に
砂時計をもつ死（骸骨

4 4

）や悪魔が忍び寄っている
（図 14）29。女性像はこのように骸骨や悪魔とは結
びつくが、髑髏とはめったに結びつかない 30。こ
れは既に指摘したように、一つの髑髏が死者の
頭蓋として、向かい合う知性（を代表する男性）
に直接訴えかけてくるように思われたからだろ
う。十六世紀から十七世紀にかけて、髑髏がしば
しば男性の肖像画に描き込まれた（図 15）31 こと
も、この同じ文脈で解釈できる。そして、少なく
とも十六世紀前半まではまだ、一つの髑髏が単な
る〈虚

ヴァニタス

飾〉の寓意ではなく、その出自を男性の祖
であるアダムにもつことも、ネーデルラントやド
イツではよく知られていたに違いない。この当時、
自身の肖像画を描かせることができたのは、ごく
一部の身分階層や社会的成功を収めた市民に限ら
れていた。従って肖像画に描き込まれた一つの髑
髏は、その注文主に「今・ここ」の活動的生（vita 

　　　　  図 14　17 世紀前半のオランダの銅版画
　　　　　　　   「虚

ヴァニタス

飾」
図 15　ディルク・ヤコブス「ポンペイウス・オッコの肖像」
　　　  （1531 年）
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activa）に対する自省を促し、しばし人間存在の
意味を瞑想する観照的生（vita contemplativa）へ
と誘う役割を果たすことになる 32。この時代に
は、古代ギリシアの〈汝

グノ ー テ ィ・セ ア ウ ト ン

自身を知れ〉という意味
深い格言も幅広い知識人の共有するものとなっ
ていた。こうして人文主義時代の〈虚

ヴァニタス

飾〉の教え
ははっきりと性

ジェンダー

差化する。俗人イヴは相変わらず
〈虚

ヴァニタス

飾〉に浮き身をやつしているが、俗人アダム
は考える人になり、その髑髏はヴィヨンの知らな
かった変容を遂げて知性化するのである。
　このように、髑髏の知性化は〈虚

ヴァニタス

飾〉モラルが
宗教的文脈を離れて世俗化していく過程で生じ
た現象だった。しかし、デューラーがまだ聖ヒエ
ロニムスという宗教的文脈を借りて表現した書物
（知性）と髑髏（死）の関係性に対する人文主義
的問いは、髑髏そのものの知性化が進行するなか
で、即座に書物と

4

髑髏の世俗的図像結合をもたら
したわけではない。この世紀に北部ヨーロッパを
襲った宗教改革運動の嵐は、人文主義的世俗化の
直線的進行を妨げ、様々の屈折や逆行・停滞を生
んだ。時代の不安は世俗的図像にもはっきりと影
を落としている。とはいえ、十七世紀のとりわけ
オランダで一世を風靡することになる〈虚

ヴァニタス

飾〉の
静物画に書物と髑髏が繰り返し登場するようにな
るのは、前世紀がそれを着々と準備していたから
だった。
　この準備段階を窺わせる二つの恰好の例があ
る。その一つは、イギリスに渡ったホルバイン

の描いた有名な肖像画「フランス外交使節たち」
（1533）（図 16）に見える静物画的小道具と髑髏
の組み合せである。これらの小道具は二人の人物
がもたれる背後の棚とその前に置かれた床几に所
狭しと並べられ、描かれた二人の人物の新知識へ
の高い関心と良き趣味を暗示している。デュー
ラーの「メレンコリアⅠ」に描かれた小道具はい
ささか古めかしく中世的伝統を感じさせるが、こ
こではそれが同時代の最先端の器機に置き換えら
れ、そこに書物と楽器も添えられている。つま
り、書物は知的営為を示唆する他の様々の小道具
と共にあり、単独で知性を代表・表象しているわ
けではない。画家はこれらすべての小道具の前景
中央の床に、奇妙に歪んだ大きな髑髏（この絵を
一定の角度から眺めたときに初めて髑髏と知れる
ように描かれている）を置いて全体の構図をまと
めた。こうして二人の人物に挟まれた画面中央部
は、次の時代に独立したジャンルを形成する静物
画のお気に入りのテーマ、〈虚

ヴァニタス

飾〉を先取りする
絵画空間を現出している。肖像画という世俗的絵
画ジャンルにおいて、髑髏はおそらくここで初め
て書物と

4

出会っている。この髑髏は、左側の人物
（フランス大使）の徽章（彼の被る帽子の中央の
メダルに髑髏が見える）と呼応しており、〈虚

ヴァニタス

飾〉
が若い大使の家紋と関係しているか、あるいは座
右の銘（家訓）であった可能性も推測されている
が 33、既に見たように髑髏はこの時代のネーデル
ラントやドイツの肖像画にもしばしば見られたも
のであり、むしろこの地域の画風に馴染んでいた
ホルバイン自身の発案だったとも考えられるだろ
う。ここにはこの髑髏をアダムの髑髏として提示
する伝統的な要素、キリスト磔刑像も欠けてはい
ない。しかしそれは画面上方左端に控え目に描か
れ、デューラーの聖ヒエロニムスが持っていた髑
髏との緊密な意味連関を失っている。かつてはこ
の磔刑像の脇役として地面に置かれた髑髏が今は
床の中央を占め、真っ先に注目を集める。とはい
えそれはこの絵を見る人に直接正面から語りかけ
ては来ず、まずは謎めいた異物としてその意味が
隠蔽されて示されるのである。中世の髑髏の宗教
的戒めが次第にトーンダウンし、世俗的関心に従
属し始めていることはここにもたしかに窺える。
　髑髏の示す死の影が、土星に支配された天才的
人間のメランコリー気質と結びついて、世俗的次

　　　　図 16　ハンス・ホルバイン（息子）
　　　　　　　 「フランス外交使節たち」（1533 年）
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元で盛んに語られるようになったのもこの同じ時
代だった。デューラーの「メレンコリアⅠ」（本
稿注 20 を参照）では砂時計によって暗示された
人間の生の限界が、十六世紀の宗教・政治状況が
昏迷を極める中で、もはや人すべての

4 4 4 4 4

ではなく、
個人的な
4 4 4 4

、選ばれた人間の、生の不安としてメラ
ンコリックに受け止められるようになる傾向も、
この頃から次第に顕著になっていく。
　十六世紀における髑髏＝死の直接的脅威の衰退
と知性化、あるいは人文主義化は、桂冠をかぶ
る髑髏というもう一つの新機軸からも明らかにな
る。それはバーゼル時代のホルバインから学んだ
画家ハンス・ボックが描いた肖像画（十六世紀後
半）に見出されるが、彼の創案かどうかははっき
りしない。このアイデアを最初に描いた画家は少
なくとも、肖像画に髑髏を添えるという当時の一
つの流

トレンド

行を踏まえて、この髑髏に永遠の緑（生）
を象徴する月桂冠を載せることを思いついたのだ
ろう。古代ギリシア・ローマ時代には知られてい
なかった、明らかに中世キリスト教的文脈にある
髑髏が、世俗化とともに今や異教的出自の桂冠を
かぶって、バーゼル市の医者にしてギリシア学者
であったある人物の肖像画に登場する 34。この新
機軸のもつ強さは、知者の業績が死後も称えられ
るだろうというメッセージを、トリーのように髑
髏の表象を避けることによってではなく、中世か
らの連続性を示す髑髏をも巻き込んで主張しよう
とするところにあった。人文主義の精神は、宗教
改革運動のもたらした不安にしばしば動揺しなが
らも、結局は知性の可能性を肯定し続けたように

見える。

　〈むすび〉
　このようにして、中世の髑髏に十六世紀が付加
した世俗性と異教性は、髑髏を書物（知性）と結
びつけ、十七世紀オランダを中心とする〈虚

ヴァニタス

飾〉
の静物画の中に流れ込んでいった。書物と

4

髑髏の
ある図像は、カルヴァン派イデオローグの影響力
が強かったこの世紀前半のオランダで集中して描
かれ、この世紀の末にはほぼ姿を消すことにな
る。テーブルの上に置かれた種々雑多な物のなか
で、髑髏はしばしば書物の上に載っており、近代
の蔵書票の図像と近似したモチーフ構成を示して
いる。十七世紀に既に市民を中心とする国家を実
現した共和国オランダの文化は、多くの点で近代

図 17　ヤン・リーフェンス「虚
ヴァニタス

飾」（1627 年）

　　  図 18　ダーフィット・デ・ヘーム「虚
ヴァニタス

飾」
　　  　　　  （17 世紀前半）
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市民社会を先取りしていたが、書物と
4

髑髏のある
静物画に関して言えば、その意味方向はカルヴァ
ン派的ピューリタン精神を反映し、前世紀よりも
かえってその宗教性を強めようとしたようにも見
える（図 17）35。偶像崇拝を禁止する教義によっ
て宗教画が禁止されたこの国では、〈虚

ヴァニタス

飾〉を主
題とする静物画がその代替物となったという観方
もできるからである。しかし世俗化の進む過程
で、ピューリタン的モラルが日常性を律する規範
となったのが北部ヨーロッパの近代市民社会であ
るとすれば、この時期のオランダの現象はやはり
後の時代を直接用意したものだとも言える。そし
て、人文主義的精神はこのカルヴァン主義的モラ
ルが喧伝されていた時代にも生き続け、桂冠をか
ぶった髑髏を描くことも忘れていなかった。そ
のような絵の一つ（図 18）には、NON OMNIS 
MORIAR.（しかしすべてが滅びるわけではない）、
という文字が刻まれているのである 36。

注
１ 近代を中心とする蔵書票関係の文献としては、主
に 以 下 を 参 照 し た。Henry-André, Les Ex-Libris de 
médecins et de pharmaciens: ouvrage complété par des listes 
internationales des Ex-Libris et devises des membres de ces 
corporations: suivi d'une étude sur les marques personnelles 
macabres, 1908 / Richard Baumgart, Das moderne deutsche 
Gebrauchs=Exlibris, mit 400 Ausbildungen, 1922 / Andreas 
& Angela Hopf, Eulen Ex Libris, 1980 / Sylvia Wolf, 
Exlibris: 1000 Beispiele aus fünf Jahr-hunderten, 1985.

２ フランスや南ネーデルラント（現在のベルギーにあた
る）、そして当時この地域を支配していたスペインの静
物画にも時々見られるが、オランダの作品数の多さは
他の地域とは比較にならない。

３ 〈死
ダンス・マカブレ

の舞踏〉壁画や図像には必ず死者と生者の対話が付
され、図の教訓的な意味を文字によって更にはっきり
と理解できるように配慮されていた。

４ 1440 年代に制作されたバーゼルの〈死
ダンス・マカブレ

の舞踏〉壁画は、
はっきりとこの直前に当地を襲ったペストとの関連が
指摘されているが、ボッカッチョの『デカメロン』冒
頭に描かれる記録的なペスト（1348-49）以降、ヨーロッ
パ大陸はしばしば同種の疫病に悩まされており、例え
ば十五世紀の最も豪華な装飾写本と言われる〈いとも
豪華なる時禱書〉の注文者であったジャン・ド・ベリー
（ベリー公、1340-1416）も、その制作者ランブール兄
弟も、ともにペストで死んでいる。

５ 死後に人間の魂が行き着く場所として、天国と地獄の
間に“煉獄”が設定されるようになる十三世紀ごろから、
貧民は富裕民よりも地上での罪が小さく、それゆえ死

後の魂が受ける煉獄の苦しみもその分少なくて済むと
いう教えが流布している。地上の肉体が受ける不平等
は、死後の魂の受苦の量によって是正されると説かれ
たのである。〈死

ダンス・マカブレ

の舞踏〉図に書き込まれた死者と生者
の対話の内容も、この考え方の浸透を窺わせる。

６ ここで歌われているのは最初期の〈死
ダンス・マカブレ

の舞踏〉図が描
かれた教会として知られるサン＝イノサン教会の納骨
所で、パリの悪童ヴィヨンのホーム・グラウンドと言っ
てもよい場所だった。フランソワ・ヴィヨン『遺言詩集』、
鈴木信太郎訳を使用した。

７ パルラダース「世にあるほどは楽しくおらな」、『ピエ
リアの薔薇−ギリシア詞華集選』沓掛良彦編訳、所収、
50）

８ cf. Maurits Smeyers, Flämische Buchmalerei, vom 8. bis 
zur Mitte des 16. Jahrhunderts, 1999 (Vlaamse miniaturen. 
Van de 8ste tot de 16de eeuw. De middel- eeuwse wereld op 
perkament, 1998), S. 69. II- [17], Abtei von Sint-Amands, 
Valensiennes. ただし、十二世紀の制作とされるシュト
ラースブルクのステンドグラスにも、磔刑像の下に髑
髏を描いたものがあり、この図像の起源は古いようで
ある。

９ ibid., S. 170, [87], Sogenanntes Missale Ludwigs von Male , 
Sint- Truiden. / S. 218, IV-[59], Missale von Sint-Vaast in 
Arras. 

10 1405-10 年頃のフランドルの写本細密画家の作品。cf. 
Die Entdeckung der Kunst: Niederländische Kunst des 15. 
und 16. Jahrhunderts in Frankfurt, Ausstellung und Katalog, 
Jochen Sander, 1995, S. 24, Abb. 10 (Kat. Nr. 5). / Smeyers, 
ibid., S. 206, 218. 例えば同時代のベリー公（ジャン・ド・
ベリー）のいくつかの時禱書に描かれた磔刑図や十字
架降下図に髑髏は見えない。

11 イタリアの例は少ないが、1450-55 年頃のフラ・アンジェ
リコの磔刑像の下に髑髏が描かれているのは、フラン
ドルからの影響だろう。

12 Dirk De Vos, Rojer van der Weyden: das Gesamtwerk, 
Übersetzung aus dem Niederländischen, R. Erdorf, A. Seling, 
1999.

13 デューラーと同時代のネーデルラントの画家ヘラルド・
ダーフィット（1460?-1523）の「荒れ野の聖ヒエロニ
ムス」では、聖人がキリスト磔刑図を前にしており、
この画中画の十字架の下に髑髏が置かれている。cf. 
Gerard David, Der hl. Hieronymus in der Wildnis, Frankfurt, 
Städel, Gemäldegalerie (Kat. Nr. 9).

14 Eugene F. Rice, Jr., Saint Jerome in the Renaissance, 1985, 4. 
Divus litteratum princeps.

15 時折ライオンの棘を抜いている物語風の姿でも描かれ
ている。

16 この図の遠近法的処理に関しては、cf. Walter L. Strauss 
(ed.), The Comblete Engravings, Etchings and Drypoints of 
Albrecht Dürer, 19732, p.162 / Rice, ibid., p.111.

17 つまりデューラーは、ゴルゴタのアダムの髑髏と荒れ
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野の聖ヒエロニムスが祈りを捧げる磔刑像という本来
的に屋外的モチーフを書斎に持ち込むことによって、
肉体や感情によって追体験されるべきキリストの受難
（Passion）を知性的な問題に移し変えたと言えるだろう。

18 Albrecht Dürers schriftlicher Nachlass, 19203, Tagebuch der 
niederländischen Reise, 19, 20, 31. August, 1520 / 2. Januar, 
1521.

19 この銅版画については研究が多いが、とくにアビ・
ヴァールブルクとパノフスキイのものが代表的である。
この図像の示す土星の星回りと結びついた人間知性（芸
術・学問）の可能性について、前者は芸術家の立場に
立って肯定的に、後者は鑑賞者の立場に立って否定的
に解釈をしている。中世の占星術でネガティヴに解釈
された土星の下に生れた人間に、肯定的な意味を与え
たのはフィレンツェ・ルネサンスのネオプラトニズム
だった。つまりデューラーの問題意識の淵源はイタリ
アにある。クリバンスキー／パノフスキー／ザクスル
『土星とメランコリー』田中英道監訳、晶文社、1991 年、
参照。

20 デューラーはネーデルラント旅行で立ち寄ったアント
ウェルペンでも、書斎の「聖ヒエロニムス」（油彩、
1521）を描いている。読書中の老聖人は右手で机上
の髑髏を指さし、背景にはキリスト磔刑像が見える。
デューラーはこの絵をはっきりと宗教画として描いて
おり（知人のポルトガル商人に贈られ、この人物は自
家の祭壇に飾った）、ここでの書物（＝聖書）と髑髏は
キリスト教的文脈を出ていない。

21 デューラーもネーデルラント旅行の際にエラスムスに
会い、彼の肖像を木炭で描いている。

22 Ｊ・ホイジンガ『エラスムス』宮崎信彦訳、ちくま学
芸文庫、112 頁。

23 スペイン出身のユダヤ系人文主義者。一時期エラスム
スの助手も務め、トマス・モアの仲介でイギリスで教
鞭もとったが、最終的にブルッヘに定住した。彼のラ
テン語による著作は各国語に翻訳されて十六世紀には
非常によく読まれていた。

24 Contrafacturbuch. Ware vnd Lebendige Bildnussen etlicher 
weitberhümbten vnnd hochgelehrten Männer in Teutschland... 
1587, Tobias Stimmer (?), C iiii, in: The Illustrated Bartsch 
19 (Part 2), 1988, p.356.

25 Geofroy Tory, Champ Fleury ou l'art et science de la 
proportion de lettres, 1527/1973, fXLIIIr. トリーのこの図
像については、前野みち子『恋愛結婚の成立』名古屋
大学出版会、2006年、132-139頁を参照されたい。トリー
もデューラーと同様にイタリア体験に多くを負ってい
る。

26 ウィトルウィウスは前一世紀のローマの建築家。彼の
著作『建築について』は十五世紀にイタリアで注目され、
ルネサンス建築理論に大きな影響を与えた。レオナル
ドが人体プロポーションを基に作図している正方形と
円は、最も理想的な図形と見做され、ルネサンス建築

の基本モチーフを構成した。
27 Geoffroy Tory, VII Epitaphes d' Amour et Emblemes, 1530 / 
1959.

28 一つの髑髏はデューラー以降しばしば聖ヒエロニムス
像に付されたが、次第に書斎ばかりでなく、荒れ野の
ヒエロニムス像にも盛んに描き込まれるようになる。
興味深いことに、宗教改革に刺激されて厳しい自己改
革に乗り出したカトリック地域（イタリア・スペイン）
では、ヒエロニムスはほとんど恒に荒れ野の苦行者の
姿を示し、十六世紀後半から十七世紀までそこには必
ず一つの髑髏が（しばしば聖書と共に）描き込まれた。
グレコは、荒れ野の聖フランチェスコ像にも髑髏を付
している。

29 この手の〈虚
ヴァニタス

飾〉図像は十七世紀前半までよく描か
れたが、この世紀後半になると全く姿を消してしま
う。フェルメールの風俗画におけるようにこのモラル
は洗練されて、鏡の前で身繕いする女性をごくありふ
れた日常的空間のなかに示すことにより、かすかに仄
めかされるだけになる。それは、髑髏のある静物画が
姿を消すのと同じ頃である。しかし現代の鑑賞者が忘
れてならないのは、当時の鑑賞者がこの日常的光景に
〈虚
ヴァニタス

飾〉のモラルを読み取っていたことである。とはい
え、それがあまりにありふれて陳腐なモラルに思える
ようになったことも確かだろう。

30 髑髏が女性像と結びつく図像も少しは存在する。筆者
の目についた限りを以下に挙げる。十六世紀初頭の
デューラーの影響が見られるある画家のエッチングに
は、中世によく知られた球上の運命の女神（あるいは
機会の女神）の系譜を踏まえて、髑髏に乗った裸体女
性像が描かれている。ジャン・クザン（ca.1495-ca.1560）
の「エヴァは最初のパンドラ」という記銘入りの油絵
では、横たわるヴィーナス像に似たエヴァ（＝パンドラ）
が右腕を髑髏の上に乗せている（この図像に関しては、
cf. Dora and Erwin Panofsky, Pandora's Box: The Changing 
Aspects of a Mythical Symbol, 1956 / 62, chap. V. ）。また
十七世紀前半の風俗画にも、着飾る（身繕いする）女
性と髑髏を組み合わせた図像や髑髏に片足を乗せた「世
俗婦人」の図像、あるいは髑髏をかかえこんで考え込
むメランコリー（明らかにデューラーの「メレンコリ
アＩ」を下敷きにしている）の女性像などがある。し
かしそれらはいずれも寓意図像であり、肖像画ではな
い。

31 Guy de Tervarent, Attributs et Symboles dans l'Art Profane: 
Dictionnaire d'un langage perdu 1450-1600, 1997, article: 
tête de mort (p.432-33) によれば、髑髏を描き込んだ肖
像画はネーデルランドが一番早く十六世紀初めで、ド
イツにもいくつか例がある。髑髏と共に描かれる人物
は時折花を手にしているが、すぐに朽ち果てる花もま
た、次の世紀のとりわけ南ネーデルラントの静物画で、
〈虚
ヴァニタス

飾〉の重要なモチーフとなった。女性の肖像画に髑
髏が描かれた例を筆者は知らないが、例えばフランス・
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ハルスの描く夫婦の双幅の肖像画（1611）でも、髑髏
は夫の手の中にあり、妻の方はウエストの装身具の端
を手にしている。

32 肖像に髑髏を描き込むことを提案したのは注文主なの
か画家なのかという問題は重要だが、たとえ画家が提
案した場合でも、注文主の同意が得られなければ描き
込むことはできなかっただろう。

33 cf. Hans Holbein: paintings, prints, and reception, ed. Markill 
and John Oliver Hand, 2001. / Hans Holbein d. J. : Die 
Gesandten, Einführung von Carl Georg Heise, 1959.

34 Guy de Tervarent, ibid., p.433.

35 例えば図 17 では、〈虚
ヴァニタス

飾〉の教えは燃え尽きかけた蝋燭、
砂時計、髑髏と三重に暗示され、書物も傷みかけている。

36 ローマ古典期の詩人ホラティウスの言葉として知られ
る。ダーフィット・デ・ヘームのこの静物画では、向っ
て右の幼児から左の死者（デスマスク）が人の一生を
表し、髑髏の横に置かれた本が知的営為を暗示する。
ars longa, vita brevis（芸術は長く人生は短い）と同じ異
教的文脈にあり、人文主義の精神を代表するものであ
る。
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