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start

学術情報リポジトリと私・・

それは，1通のメールから始まった・・



history

2006.3.8 (16:47) 図書館 (萱野氏，西薗氏) → 教員

・広島大学学術情報リポジトリのご案内

「卓越したご研究を展開されている先生方に…」

「研究成果物であれば、論文・報告書・学会発表・
スライド・オリジナル原稿など種類を問わず…」



history

・広島大学のブランドイメージの向上，また広島大学の
有する学問的資産を周知する広報活動のひとつとして，
ぜひともこのリポジトリにご参加いただきたく…

・コンテンツさえ提供していただければ，実際の登録作
業・著作権確認・メンテナンスなどは図書館職員が責
任をもって対応します。



repository

「リポジトリ」って何？

repository [研究社 新英和中辞典第6版]

1a 貯蔵所，倉庫

b 納骨堂，埋葬所

2 〔知識などの〕宝庫 〔of〕

3 〔秘密などを〕打ち明けられる人 〔of〕

repository [英辞郎]

・収納(保存)場所，倉庫

・博物館，美術館

・地下埋葬所，墳墓

・〔知識などの〕宝庫，豊富な蓄え

・〔秘密を打ち明けられる〕信頼できる人



repository

● 機関の研究成果を自主的に保存・公開することにより，
オープン・アクセス化に寄与すること。

● 出版されないものや失われやすいもの(灰色文献，例えば
学位論文や研究報告書類)を確保し保存していくこと。



monograph

http://home.hiroshima-u.ac.jp/kyam/pages/results/monograph/

「yam＠広島大」monograph



history

2006.8.10 (20:25) 私 → 図書館 (リポジトリ主担当)

私は，学部学生や大学院生の物理化学の理解に役立つ(と思え
る)解説書を拙ホームページにて無料公開配布しております。

このような解説書でも，学術情報リポジトリに登録すること
は可能なのでしょうか。



history

2006.8.11 (8:59) 図書館 (上田氏) → 私

ご質問のありました解説書ですが，もちろん登録可能です。

リポジトリ登録に際しまして下記の2点を御教示ください。

1. この解説書の著作権は先生ご自身にございますでしょうか？

2. 発行元の漁火書店は先生がPDFファイルを公開することを
許可されていますでしょうか？

上記2点がクリアできましたら，すぐにでも登録できます。

的確・明解



colophone

 

Clebsch-Gordan係数と射影演算子 

2000年 10月 9日 初版第1刷 

2002年 10月 22日 第2版第4刷 

2004年 2月 24日 第3版第3刷 

2006年 9月 16日 第4版第4刷 

2007年 5月 20日 第5版第1刷 

著者 山﨑 勝義 

発行 漁火書店 

印刷 ブルーコピー 

製本 ホッチキス 

検印
 

おくづけ

「Monograph」シリーズ奥付



colophone

おくづけ

「Monograph」シリーズ奥付



history

2006.8.11 (10:33) 私 → 図書館 (上田氏)

【著作権】

すべて，私自身が自分の手で著したものですので，いわゆる
著作権は私にあると考えております。リポジトリへの登録に
関して，共著者から異論は絶対に出ない状況にあります。

【書店名】

この書店名(＝漁火書店)は，私が奧付の体裁を整えるために，

実在しない書店名を記しているものでして，営利目的の団体
として存在しない書店名です。



history

2006.8.11 (15:11) 図書館 (上田氏) → 私

下記のような事情でしたら，リポジトリへの登録は全く問題
ございません。14～16日まで夏期休暇を取りますので，それ
以降の登録になると思います。ご了承下さい。

このような資料は，リポジトリにとって非常に有用であり，
利用も予想される資料であると思います。今後また執筆され
ることがございましたら，ぜひお知らせ下さい。

非常に有用→喜び



history

2006.8.25 (18:17) 私 → 図書館 (上田氏)

私のMonographのサイトから，一つの資料「電磁気学におけ
る単位系」を登録いただきありがとうございました。

その他の15個の資料に関する登録は，どのように進められる
ことになるか，御連絡いただけると幸いです。(自分自身で

行う必要があるか，あるいは図書学情整備の方で行っていた
だけるか，ということです。)

2006.8.28 (8:55) 図書館 (上田氏) → 私

連絡が遅れまして申し訳ございません。

資料は図書館ですべて登録を致しますので，先生には何も
行って頂く必要がございません。これから，順次登録を行っ
ていく予定です。

何もしなくていい→喜び



history

(余計な話ですが…) 教員対応tips

連絡が遅れまして申し訳ございません。
・・・
言い訳がましくなるのですが，資料を頂きましてから，8/28

に行われるワークショップの発表資料の作成や，8/30からの

研修の準備等で，登録が遅れておりました。大変申し訳あり
ません。なるべく早急に登録を行いますので，もうしばらく
お待ち頂けないでしょうか？

2006.8.28 (8:55) 図書館 (上田氏) → 私

8/29日午後から9/1まで研修があり，不在にしておりました。
返事が遅れまして申し訳ありません。

キーワードを頂きましてありがとうございました。確認の上，
登録いたします。

2006.9.4 (8:55) 図書館 (上田氏) → 私

丁寧・誠実



history

2006.9.6 (12:03) 図書館 (上田氏) → 私

今回大変特色のあるコンテンツを提供頂きましたので，広島
大学学術情報リポジトリの注目コンテンツとして，リポジト
リのページでこのMonographシリーズを紹介できればと考え
ております。

2006.9.6 (16:21) 図書館 (上田氏) → 私

紹介文の件，引き受けて頂きましてありがとうございました。

リポジトリは本年スタートしたばかりで，まだまだ発展途上
のサービスですので，このように理解のある先生方の存在は、
非常に嬉しいですし，励みにもなります。
リポジトリ担当者としましては，リポジトリで公開すること
によって，1人でも多くの人がこれらの資料を活用してくれ
たらと思っております。

注目コンテンツ！
Monographシリーズ！



noteworthy

2006.9.19 第1回注目コンテンツ掲載



noteworthy
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monograph

http://home.hiroshima-u.ac.jp/kyam/pages/results/monograph/

「yam＠広島大」monographシリーズ (1999年～)

Monograph (モノグラフ) とは？

雑誌の総説よりはずっと長く，分担で書くというより
は単著で，教科書的にある学術分野を網羅していると
いうよりはspecificなテーマについて掘り下げてある，
というような本

「大隅典子の仙台通信」http://nosumi.exblog.jp/3680025/



policy



policy

「yam＠広島大」Monographシリーズのポリシー

● 筆者の不理解を吐露
「理解すべきこと」を示すのではなく，「筆者の不理解の

歴史」を白状して，筆者と読者とで疑問を共有

● 完全無料

・「理解したい人」から金銭を要求しない

・(大学の)教科書・専門書の高騰

・出版社を利用しない(書籍にしない)

・知識の獲得量や理解の深さが出資額に依存すべきでない

● ネットワーク配信

・書籍(冊子)ではなく，ネットワーク上でのPDF配布・随時更新

・最近の学生は，なんでも，まず検索 → web上配付



preface

「Monographシリーズ」 まえがき例



scientists

Maria S.-Curie (キュリー夫人)

Röntgen (レントゲン)

Q「あなたは，なぜ発明したものを特許申請しないのですか？そうす
れば，エジソンのように大金持ちになれるのに。」

A「科学者の喜びは新しいことを発見することです。私が発見したもの

を特許申請しないのは，科学者が発見した知識は，すべての人間に
属するべき共有財産だと思っているからです。自分ひとりのものと
するより，すべての人が利用できた方がよいと思っています」

[Y. T. Lee, Mol. Sci., 1(1), A0001 (2007)]

レントゲンは科学の発展は万人に寄与すべきであると考え，X線に関

し特許等によって個人的に経済的利益を得ようとは一切せず，ドイツ
の破滅的インフレの中で癌のため1923年2月10日に逝去した。

[Wikipedia (Jpn.)]

成果を無償で社会に還元する

科学者本来の意識と態度



Tsuchiya

 

 

2003年9月26日発行 岩波書店 ¥4,200 

2,000部売れるまで改訂版
を出せない

出版社が販売冊数を予想
して価格を設定

更新・訂正の遅延

専門書の高騰

短期間で絶版

専門書出版の実状



printing

最近の専門書出版の動向

たくさん売れない難しい本よりも，
たくさん売れる簡単な本の増加

本質の理解は困難(であろう)

「絶対わかる○○」

「単位が取れる○○」

「マンガで見る○○」

「三日でわかる○○」



class

学生による授業評価・学生の要望

理解しやすい講義

「簡単なことをわかりやすく解説」ではなく

「難しいことでもわかりやすく解説」が重要

難しい内容より簡単な内容
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faculty



MolSci



MolSci



MolSci



web

出村雅彦 氏 (物質・材料研究機構)

メタン水蒸気改質反応の平衡転化率

さらに，基礎的なことをちゃんと理解したい人には，参考文献に挙げた

「化学ポテンシャルと平衡定数」小口達夫，梶本興亜，山崎勝義著

を、読むことを強くお勧めする。しっかりと、手を抜かずに，平衡の概念を解説し
ている良書だと思う。これは，広島大学の山崎先生のモノグラフシリーズの一つ
で，シリーズの中でもよくダウンロードされるそうである。山崎先生，このような良
書を公開していただいていることを，感謝致します。

東工大物理学科wiki 使えるサイトのリンク集2 (理系のサイト)

http://www23.atwiki.jp/physics/pages/18.html

「yam＠広島大」monograph

# 漁火書店「疑問の発生シリーズ」(1981年創刊)のPDF版
# いい感じにいろいろ載ってる

Web



twitter

田口善弘 (中央大学理工学部物理学科)

@Yh_Taguchi:

「yam＠広島大」物理化学Monographシリーズ

物理学者じゃないみたいだけど，物理の教科書としてもあなどれない内容
とラインアップ。少なくとも「統計熱力学における古典統計と量子統計の
関係」はよく書けてる。僕はここまで書けん。

りおかんぽす

@riocampos:

広島大 反応物理化学研究Gの山崎勝義教授による，理系大学生(院生?)向
け講座。非常に質がよい。
「yam＠広島大」monograph

http://home.hiroshima-u.ac.jp/kyam/pages/results/monograph/

Twitter



2channel

「2ちゃんねる」 物理化学の教科書でお勧めは？

415 ：あるケミストさん：2006/06/20(火) 19:19:47 

今アトキンスの2, 3章を授業でやっているのですが他に分かりやすい本って
無いですか？

416 ：あるケミストさん：2006/06/21(水) 15:23:22 

>>415

最初つーことは式だらけの熱力学か？何読んでもわかんないよ
（わかるように書いてない＋厳密な部分はごまかして適当に書いてるから）
413の佐々さんの薄い本でも読んだら。

あとは，ここのNo.8がお薦め。言っておくけど熱力学の公式いっぱい覚えても
意味ないよ。

http://home.hiroshima-u.ac.jp/~kyam/pages/results/monograph/ 

417 ：あるケミストさん：2006/06/21(水) 21:28:01 

>>416

ありがとうございます。まずNo.8熟読してみます。



access

広島大学学術情報リポジトリ 累積アクセス回数



access

学術論文と解説書(単行書)

学術論文

解説書
(単行書)
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start

再び，1通のメールで始まった・・



history

2011.12.8 (11:17) 図書館 (濱 氏) → 私

このたびは，広島大学で導入を検討しています，下記システ
ムの業者によるデモのご案内です。

そこで，山﨑先生のMonographシリーズを印刷・製本のデモ
ンストレーションに使わせていただいております。

ご報告・ご案内が遅れまして申し訳ございませんが，ご興味
がおありでしたら，是非ご覧下さいませ。

日時：12/8(木）16:30～(17:15頃まで）
＊１回のデモの所用時間は約15分程度

(本日，広島県大学図書館協議会の研修会の中で14:10～14:30

頃にも同様のデモを行います。時間のずれがあるかも知れま
せんが，ご都合のよろしい方でお越し下さい。)

場所 ： 中央図書館 １階 ライブラリーホール

内容 ： 富士ゼロックス「電子書籍出版システム」



EBM

EBM (Espresso Book Machine)

本になってる！

エスプレッソを1杯淹れる時間で本が1冊できる



history

学術機関として初のEBM導入
http://current.ndl.go.jp/node/22340



history

カレントウェアネス-E No.229 (2012.12.28)
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「yam＠広島大」Monographシリーズのポリシー

● 筆者の不理解を吐露

「理解すべきこと」を示すのではなく，「筆者の不理解の

歴史」を白状して，筆者と読者とで疑問を共有

● 完全無料

・「理解したい人」から金銭を要求しない

・(大学の)教科書・専門書の高騰

・出版社を利用しない(書籍にしない)

・知識の獲得量や理解の深さが出資額に依存すべきでない

● ネットワーク配信

・書籍(冊子)ではなく，ネットワーク上でのPDF配布・随時更新

・最近の学生は，なんでも，まず，ネットワーク検索



book

本になってみると… 12タイトルが片手に載る！

圧倒的に読みやすい！

A4判紙両面印刷 製本版

もう，A4判印刷には戻られない



book

2011.12.8 EBMデモ当日 副図書館長 (甲斐 氏)からの提案

・学術情報リポジトリにおいて注目コンテンツとして紹介
されている「Monographシリーズ」をEMBにより製本し，
広島大学だけでなく全国の大学および公共図書館の蔵書
として貸し出しを可能にする。

・「Monographシリーズ」をEBMにより製本し，広島大学
出版会から大学生協(および全国書店)で販売する。

製本！販売！
(考えたこともなかった)



book

2012.3.14 (16:01) 図書館 (萱野氏) → 私

昨年にデモを行いましたEBMの導入が決定しました。
具体的に何をどうするかは未定の状態で、4月から運用するた
めの準備をしつつ，利用者を探しています。

2012.3.21 (09:16) 私 → 図書館 (萱野氏)

私は，自分の著書を有料としないことをポリシーにしてきま
したので，すべて無料で配布するために，下記の3つのサイト
(略)で解説書(pdfファイル)を無料配布してきました。ただ，有

料でも構わないから冊子体を所持したいという御意見をいた
だくことが多く，その要望に応えるために，無料配布サイト
を残した上で，(利益をのせず)実費のみで冊子版を販売すると
いう案には賛成です。

無料配付と同時に販売は可能？



book

2012.3.21 (9:16) 図書館 (萱野氏) → 私

ご提案の内容を実現すべく検討したく存じますので後日，
改めてご連絡させていただきます。

2012.6.14 (16:24) 図書館 (濱 氏) → 私

つきましては，山﨑勝義先生のMonographシリーズの全タイ
トルを試作品ではなく，正式にEBMにて作成させていただき
たいのですが，よろしいでしょうか。

もしよろしければ，おって副図書館長の甲斐より，作成の時
期や具体的な手順(表示作成や通し番号のページ付け等)につい
てご相談させていただきたく存じます。

無料配付＋販売が実現！



publish

2012.6.15 (12:11) 副図書館長 (甲斐 氏) → 私

1. 広島大学出版会からEBM版教科書を正式に発行する
うえで，先生のMonographシリーズをモデルケースと
して作成したい，と言うことです。

2. そのためには，以下の作業と先生のご了解が必要に

なりますので，ご意向について協議させていただきた
いのです。

・表紙デザイン

・目次，まえがき，索引，奥付

・ISBN付与

・「漁火書店」の名称使用

・図版等の転載許諾申請

・販売価格



publish

出版までに必要な作業

・表紙デザイン → 図書館 (三宅氏) → 業者発注

・目次，まえがき，索引，奥付 → 自分

・ISBN付与 → 大学出版会

・「漁火書店」の名称使用 → 図書館 (尾崎氏)

・図版等の転載許諾申請 → 自分

・販売価格 → 本部理事決裁

2～3か月でできる作業ではないな



copyright

「漁火書店」は使用可能？

著作権法14条は，次のように規定しています。
「(著作者の推定)

第14条 著作物の原作品に，又は著作物の公衆への提供若し
くは提示の際に，その氏名若しくは名称(以下「実名」とい
う。) 又はその雅号，筆名，略称その他実名に代えて用いら
れるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作

者名として通常の方法により表示されている者は，その著作
物の著作者と推定する。」

従って，著作物に，著作者として名前を書いていれば，それ
は，著作者と推定されます。本名でもペンネームでも同じで
す。「推定」されますので，そうでないと主張する人がいれ
ば，主張する人が，証拠を出さないといけないわけです。

ということで，奥付に著者名を書いておけば，全く問題無い
ですね。

元広島大学図書館 リポジトリアドバイザー 黒澤節男 先生より



colophone

 

Clebsch-Gordan係数と射影演算子 

2000年 10月 9日 初版第1刷 

2002年 10月 22日 第2版第4刷 

2004年 2月 24日 第3版第3刷 

2006年 9月 16日 第4版第4刷 

2007年 5月 20日 第5版第1刷 

著者 山﨑 勝義 

発行 漁火書店 

印刷 ブルーコピー 

製本 ホッチキス 

検印
 

おくづけ

「Monograph」シリーズ奥付

遊び心でやっていたことが有効だった



colophone

奥付完成！



copyright

図版等の転載許諾

被引用者，被転載社が引用，転載と考えれば著作権の行使
となる。

・定量的な判断基準を示した規定はない。

・ケース・バイ・ケースであり，原著者がどう考えるか
(感じるか)で決まる。

法律はあるが適用は個別対応
(常に難しい問題)



copyright

92箇所の引用・転載(改変)から20箇所について許諾申請

・引用と転載は異なる。

・海外出版社の日本法人は日本語訳本の図版転載許諾権を
もっていない。

・海外出版社は改変を許諾しない場合がある。
「～を参考に作成」が使える。

・出版社によっては費用請求がある。

・著者が死亡している場合，家族(遺族)の許諾が必要。

・許諾期間が設定されている場合がある。

・原著が絶版になっていても許諾は必要。

約5か月かかって転載許諾完了！ (2013.5.27)



price

販売価格決定！

広島大学出版会から、EBMにて出版いただく「物理化学
Monographシリーズ」ですが，先ほど定価が決定いたしました。

上巻(400ページ)：1,700円，下巻(445ページ)：1,800円 (税抜)

2013.7.9 (18:19) 図書館 (三宅氏) → 私

← 548ページ，5,700円 (税抜)

とにかく安い！



preface

「物理化学Monographシリーズ」 まえがき



trouble

EBMにトラブル発生！

EBMですが、本日午前11時くらいにデータ登録を開始しま
したが，まだ登録終了まで至っておりません。
・・・
以前にテストサンプルで登録したときは，もっと短時間で

登録出来ましたので，今回どうしてこんなに時間がかかっ
ているか不明です。

PDF → ps → DistillerでPDFに変換

2013.4.30 (16:27) 図書館 (三宅氏) → 私

2013.5.1 (13:18) 図書館 (三宅氏) → 私

午前中にいただいたPDFファイルの登録が出来ましたので，
印刷・製本を行ないたいと思います。今回は，10分程度で
登録出来たようです。

担当者と教員の連携プレー！



publish

ついに出版！(2013.9.1)



amazon

Amazonでも販売



shop

山口祥一 氏 (理化学研究所)

@shoichi_yama: 池袋のジュンク堂の7階に「面陳列」されているところを，

妻に撮ってきてもらいました．

Twitter



contents

1. 広島大学学術情報リポジトリへの登録

2. 「Monographシリーズ」のポリシー

3. リポジトリ登録の効果

4. リポジトリコンテンツから出版へ

5. リポジトリの拡充・普及戦略 (案)



strategy

リポジトリの拡充・普及戦略 (案)

1. 収容コンテンツ総数よりも関心を惹く工夫

2. 大学(機関)オリジナルの単行書の収蔵・配付

3. 著作権に関する完全安心窓口

4. 協力教員の発掘



ARG

ACADEMIC RESOURCE GUIDE (ARG)
http://www.arg.ne.jp/



ARG

ACADEMIC RESOURCE GUIDE (ARG)



ARG

ACADEMIC RESOURCE GUIDE記事(2006-10-08)

● すでに多数の機関リポジトリが公開されているが、広島大学学術情報リポジト
リ(HIR)はつくって終わりではなく、プロモーションに力を入れていることがよ
くわかる。

● 今回のロゴの制定もプロモーション強化の一環といえるだろう。

● 他にも一人の研究者が執筆した論文をまとめて紹介する「HIR注目コンテンツ」
(Monographシリーズ)を公開していることや、「学術雑誌論文が500件に到達し
ました。」(2006-10-04)というニュースに際して、

「500件めの登録コンテンツは、松本眞先生(理学研究科)のご論文でした。」

という一文を差し込んで、当該論文にリンクしていることに、地道な努力がうか
がえる。

● システムを構築することや、研究成果を収めること以上に、収められた研究成

果が利用されるようにすることが、機関リポジトリの本質であることを気づか
せてくれる。

● 機関リポジトリをすでに運用している大学図書館、これから構築しようという
大学図書館には、ぜひ広島大学学術情報リポジトリ(HIR)に学んでほしい。



strategy

リポジトリの拡充・普及戦略 (案)

1. 収容コンテンツ総数よりも関心を惹く工夫

2. 大学(機関)オリジナルの単行書の収蔵・配付

3. 著作権に関する完全安心窓口

4. 協力教員の発掘



strategy

● リポジトリの最大の武器 ＝“すべて無料！”

・いかなる学会も出版社も自社本を“無料”で配布することは

(まず)不可能

・すべての「理解への欲求」に対する無償支援

● 電子媒体の特徴と一般販売冊子に対する優位性

・更新が容易かつ高速

・絶版にならない

リポジトリの拡充・認知・普及への“戦略”と期待

学習に役立つ，大学オリジナルの単行書の収集と配信



strategy

リポジトリの拡充・普及戦略 (案)

1. 収容コンテンツ総数よりも関心を惹く工夫

2. 大学(機関)オリジナルの単行書の収蔵・配付

3. 著作権に関する完全に安心な窓口

4. 協力教員の発掘



copyright

博士学位論文の登録

最大の難関＝著作権問題

・発表(掲載)論文と同じ内容の博士学位論文をリポジトリ
で掲載してもいいのか？

・発表論文に掲載した図と同じ図を含んでいる博士学位論
文をリポジトリで掲載してもいいのか？

DRF(Digital Repository Federation)でも猛烈な議論と膨大な事例



DRF

DRF(Digital Repository Federation)



DRF

DRF(Digital Repository Federation)メーリングリスト

Date: Thu, 18 Apr 2013 13:38:39 +0900 (JST)

○○さん

> おっしゃっておられること、理解できます。が、実際問題、どのように対応するのかと考えるとそう簡単に話は進まないように思うのです。

そうだろうと思いますが、べつに「簡単に話を進」める必要はないのです。とくに土出さんもこの直前の投稿でたびたび指摘されていたとおり、
公表の義務を負うのは学位取得者であり、協力を求められているのは、学位授与機関であるので、その当事者がどう考えるかがなにより大事であ
り、図書館は、学術情報の普及、流通の促進という観点から支援、助言するという立場だからです。図書館が何かしようと思ってはいけません。
しかしもちろん、当事者が、無知ゆえに誤った判断をしようとするときには、専門家の立場から適切な介入をすることが求められているのだと思
います。

> 研究分野によっては、「画像の解析」自体が研究目的という場合もありますので、公表できない内容をメインにせざるを得ない論文も存在しま

す。そのような場合、「研究内容を選んだのは学位取得者や学位授与機関の責任だから、公開できないのは仕方ない」というのは、研究者の方に
はお伝えしにくいです。

画像解析の対象は、たんなる数値列なので、問題は生じるはずもありませんが。かつ、ここで「お伝えしにくい」という気持ちがわかりません。
本人に責任があるときに、本人の責任であることをお伝えするのは専門家としての義務だと思います。

> 研究者の方は、画像提供者にお願いをして公開している訳で、画像提供者が「そんなにややこしいことを言ってくるなら、画像の提供はしな

い」となってしまうと研究自体に支障が生じますよね。なので、画像提供者に無理を言う訳にはいかず、結局、不完全な要約をあげるしかないと
いうことになると思います。

それはわかりません。研究目的の提供はそうとうケチな人でもやってくれます。ともかく理由はなんであれば、公表できないならば、やむを得ず
公表できないのですから、公表しないだけのことで、別に気にすることはありません。要約は、(画像を含めた)全文でないからという意味で不完
全であるということであれば、たしかに不完全ですが、それでも学位は取得され、その根拠である学位論文の内容は公表されているので、(芸術
作品が学位授与条件の一部を構成するような場合は別にして)まったく誰も困りません。

> なので、選択肢としては、それしかないのですが、結局、研究者が意図していないにもかかわらず、ＮＤＬでは公開できない博士論文が存在し

てしまうというのが残念です。ＮＤＬ側の技術的な問題については、理解できますし、パスワードやセキュリティをかけた論文を収集することは、
実際問題難しいのだろうと思います。そして、オープンアクセスの観点から言うと、「ＮＤＬだろうが、リポジトリだろうが、どちらでも同
じ。」なのでしょうが、例えば、利用者がＮＤＬでは、全ての博士論文を収集していると思って、ＮＤＬのサイトにアクセスしたら、なくて残
念・・・という結果にはならないでしょうか？リポジトリへのリンクもつけるというのも手かもしれませんが、基本的には同じものが載っている
原則のはずですし。そういう意味で、残念です。

この気持ちはまったく理解不可能です。NDLのサービス対象は、国会議員と一般国民です。この人々の多くは学術的情報には、恒常的には関心を

持ちません。それに対して、大学図書館を中心とする学術図書館は、研究者、学生をサービス対象とすることから、学術的情報の生産と流通に関
心をもち、その向上を促進する役割を担っています。したがって、大学図書館がちゃんと仕事をすればいいだけの話で、NDLは、けっきょくは保
存のlast resortであるにすぎません。



copyright

著作権の問題



copyright

著作権の問題



copyright



strategy

リポジトリの拡充・普及戦略 (案)

1. 収容コンテンツ総数よりも関心を惹く工夫

2. 大学(機関)オリジナルの単行書の収蔵・配付

3. 著作権に関する完全安心窓口

4. 協力的教員の発掘



faculties

教員への説明

・どこに行けばわかるか
・誰に尋ねればわかるか

を明確に伝える

ルールをWeb上に掲載しておく
では不十分

「不明な場合は図書館が調査します」
が重要



English

カタカナ専門用語の翻訳

電子アーカイブシステムの相互運用の議論に基づくものであり、
これはオープン・アーカイブス・イニシアチブ（OAI）とその
「メタデータ収集のためのOAIプロトコル」（OAI-PMH）の活

動、さらには、世界規模の分野特化型プレプリント・サーバの
出現からオープン・アクセス思潮へと至る流れが背景となって
いる。

・教員は自分の専門分野以外の専門用語は素人

・PCやネットワークに不案内な教員は少なくない

・教員は研究以外のことに時間を使うことを嫌う

・教員は同じことを何度も入力することを嫌う



friendly

2015.9.2 (19:12) 図書館 (尾崎氏) → 私

エディオンスタジアムへのお誘い

山崎先生(Cc: 上田さん 松本さん)

来週の研修会ではお世話になります。
研修会とは別件ですが，サンフレッチェ地元戦へのお誘いです。

10月17日(土) 川崎フロンターレ戦
(14:00キックオフ)

に行きたいと思っているのですが，ご一緒いただけませんでしょうか。
昼間：サッカー → 夜：反省会（横川周辺？）
と考えると，10月17日がベストなのですが，ご都合いかがでしょう？
※上田さん，松本さんと，あと何人か図書館からも誘おうかと思います。

信用・信頼・チームワーク



friendly

2015.10.17 広島サンフレッチェ vs. 川崎フロンターレ戦
(エディオンスタジアム)

信用・信頼・チームワーク



award

2016.11.5 広島大学教育賞

感謝・感謝・感謝

2016.11.5 広島大学学術情報リポジトリ お知らせ

受賞コメント



preface

「物理化学Monographシリーズ」 まえがき



librarian

お世話になった方々

尾崎様

松本様三宅様

富永 図書館長(当時)


