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来館者数



n=7,343 課程 学年 学部
全体 学士 修士 博士 B1 B2 B3 B4 人 教 医 工 生資

平均 51.1 59.0 14.5 3.5 73.7 55.3 60.7 47.8 71.4 41.8 100.7 45.4 40.0

中央値 26 34 5 0 55 31 36 16 49 30 59 23 23

標準
偏差 78.1 82.6 26.6 10.7 65.6 83.1 79.3 92.3 80.1 46.4 136.6 57.6 49.6

頻度 %

毎日 0.0%

週一回以上 0.8%

月一回以上 17.9%
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大学生の大学図書館利用の傾向
•三重大学附属図書館の入館データから 
•入館回数 

• 学部生および一部の学生が，入館回数全体の大部分を 
占める

• 学年と入館回数とは比例しない
•入館率 

• ほとんどの学生は入館している（8割から9割）
• 学部生の入館率は，学習スタイルに影響される
• 文系学部・研究科と理系学部・研究科とで，大学院生に
顕著な差がある

図書館に頻繁に来ない学生を前提とした授業



教育と機関リポジトリ
•大学生の図書館来館の実像 

• 学生全てが頻繁に大学図書館へ来館しているわけでは
ない（頻繁利用者は多くない）

•学習管理システム（LMS）の利用（Moodle） 
• 参考資料

• 全文への電子アクセス提供が（無いよりは）望ましい
• 学生：自宅・通学中でも閲覧可能
• 教員：ファイルや権利関係の管理不要，アクセスの有無確認



教育と機関リポジトリ
欲しい資料がその場で手に入る，というのはたしかに素晴らし
い進歩だが，「考えたいので欲しい資料を探す」が「手に入る
資料の範囲で考える」に，ともすれば反転しそうになる。 

学生たちのレポートを見るとこの傾向ははっきりしている。あ
る年，期末レポートで出した課題で，多くの学生が同一の研究
論文をこぞって引用してきたことがあった。引用されている論
文は，とくに有名な研究者によるものでもなく，有名な論文だ
というわけでもなかった。もしやと思ってグーグルで検索して
みると，案の定その論文は検索結果の上位に出て来，かつその
場で本文をダウンロードできるものであった。 

（中略）ここで述べたいことの肝は，「研究はめんどくさいも
のだ」ということである。
日比喜高. “「大学は役に立つのか？」に答えるならば”. いま，大学で何が起こっているのか. ひつじ書房. 2015, p. 64-65.



教育と機関リポジトリ
•OA Fools [おーえー ふーるず] 

• 授業で課されたレポートを書く際に，CiNiiを初めと
するウェブ上の無料PDFの論文だけを引用文献に列挙
する大学生 
「 ーーのレポートが多くてうんざりする」  
 <<季 試験期間>>

• 論文的なものに対する素朴な信頼感



教育と機関リポジトリ
教育の文脈における機関リポジトリ 
• IRのみが文献への電子的アクセスを保証

• 紀要に加え，査読済み論文（原著や総説，レビュー）
• 情報リテラシー教育で，検索した情報の評価方法も 
教員のアドバイスをもらいつつ，入れて欲しい

来るまで待とう大学生
来させてしまえ大学生
与えてしまえ学術論文

図書館に来ないなら，



研究と機関リポジトリ



科学研究活動の特徴 
•最終目標：新たな知識の創造 
•基本単位：科学者集団 
• 個人では不可能 
• 所属する集団の研究者全てが認める価値観に基づき
既存の研究成果を入手し，承認された手法で調査を
行い，成果を発表し，皆に承認される必要がある 

• 集団的営為→コミュニケーションに依存 

「科学の本質はコミュニケーション」(Garvey)



開始 最初の情報探索

連鎖 引用文献などの参照関係をたどり，
情報源を拡げる

抽出 特定の情報源から体系的に文献を選
び出す

モニタリング 最新動向把握のため学術雑誌などを
定期的に読む

ブラウジング 系統的ではないが新刊リストなどの
情報源に関連する情報がないか探す

識別 情報源の特徴や性質によって必要な
ものを識別

確認 情報の正確さを確認

終了 研究終了段階での情報探索

インフォーマルな情報源 
（同僚など）

定期的な閲覧による探索 
（学術雑誌，書評， 

新刊リスト，ブログなど）

系統的な探索 
（DB，検索エンジンなど）

出典：上田修一, 倉田敬子編著. “4.3 学術情報の利用”. 図書館情報学. 2013, p. 208-220. を元に作成



The driving force for change remains the
same: the growing quantity and complexity of
information in combination with limited time for
reading. But in some disciplines, we seem to be
past the point where any further specialization of
research focus or elaboration of collaborative
relationships are effective (4, 5) (Fig. 1). Just as
the increased quantity of information and general
intensity of scientific activity is reaching the point
where it cannot be sustained with current prac-
tices, technology and user behavior are making
new practices feasible, and research scenarios that
a decade ago were utopian are now widely antic-
ipated by practicing scientists. P. Bourne, a Public
Library of Science journal editor, offers this vision
of the near future

the scientific literature will seamlessly
provide annotation of records in the bio-
logical databases. Imagine reading a
description of an active site of a bio-
logical molecule in a paper, being able
to access immediately the atomic coor-
dinates specifically for that active site, and
then using a tool to explore the intricate
set of hydrogen-bonding interactions
described in the paper.… Alternatively, if
you are starting with the data … viewing
the chromosome location of a human
single-nucleotide polymorphism associ-
ated with a neurological disorder, … im-
mediately access a variety of papers
ranked in order of relevance to your pro-
file … pinpointing the reference to the
single-nucleotide polymorphism in the full-
text article (6), p. 179.

This sort of information gathering goes
well beyond conventional digital publishing
and reveals why the current state of affairs has
failed to meet some expectations. As chemists
P. Murray-Rust and H. S. Rzepa remarked in 2004,
“The current transition to [PDF-based] e-journals
seems to be welcomed by many—but not us… a
cultural change in our approach to information is
needed” (7).

How Are Scientists Working with the Literature?
Scientists have always strived to avoid unnec-
essary reading. Like all researchers, they use index-
ing and citations as indicators of relevance,
abstracts and literature reviews as surrogates for
full papers, and social networks of colleagues and
graduate students as personal alerting services.
The aim is to move rapidly through the literature
to assess and exploit content with as little actual
reading as possible. As indexing, recommending,
and navigation has become more sophisticated in
the online environment, these strategic reading
practices have intensified.

Now, as scientists search and browse, they are
making queries and selecting information in
much tighter iterations and with many different
kinds of objectives in mind, almost as if they
were playing a fast-paced video game. They sweep

through resources, changing
search strings, chaining refer-
ences backward and citations for-
ward, dodging integrator and
publisher sites to find open-access
copies, continually working to re-
duce the number of clicks required
for access. By note-taking or cut-
ting and pasting, scientists often
extract and accumulate bits of
specific information, such as find-
ings, equations, protocols, anddata.
In this process, rapid judgments are
made—such as assessments of
relevance, impact, and quality—
while search queries are being
formulated and refined. (Fig. 3).
The goal often seems to be un-
differentiated assimilation of in-
formation about a domain or a
problem at hand, and the online
experience may be highly valu-
able, even though no clear aim is
met and no articles to read are
located. In a compelling analogy,
Nicholas et al. (8) describe a “slightly irritated”
father watching his young daughter flick from
channel to channel while watching television

[the] father asks…why she cannot make
up her mind and she answers that she is
not attempting tomake up her mind but is
watching all the channels. … gathering
information horizontally, not vertically
(8), p. 40.

And they conclude

Now we see what the migration from
traditional to electronic sources has
meant in information seeking terms. We
are all bouncers and flickers, and the
success of Google is a testament to that,
with its marvelous ability to enhance and
amplify this flicking and bouncing (like a
really good remote)…. In the past,
information seeking was seen to be the
first step to creating knowledge. Now…
it is a continuous process (8), pp. 41–42.

Just as the aim of channel surfing is not to
find a program to watch, the goal of literature
surfing, is not to find an article to read, but rather
to find, assess, and exploit a range of information
by scanning portions of many articles. This be-
havior is common among scientists (9).

Longitudinal studies of e-journal use confirm
that scientists are indeed “reading” more papers
at a faster pace (10). That is, the total time spent
reading journal articles has risen only a little,
whereas the number of journal articles read per
year has gone up much faster and appears to be
growing still. The number of articles read (as
distinguished from those merely browsed) by
scientists was ~50% higher in 2005 than in the

mid-1990s. Furthermore, though the average read-
ing time per article did not changemuch from1977
to the mid-1990s (48 versus 47 min), it started fall-
ing in the mid-1990s and is now just over 30 min
per article (Fig. 2). At the same time, identifying
papers by searching online increased more than
fourfold between 1977 and 2005. These changes
in journal use are far greater in STM disciplines
than the averages over all disciplines, suggesting
that as work with the literature has moved online,
scientists are scanning more and reading less.

Early digital library research also showed how
scientists scan individual printed journal articles to
identify key components—such as tables of con-
tents, references, figures, formatted lists, equations,
and scientific names—for quick review and ab-
sorption of information (11, 12). More recent
studies of the research process have emphasized
the varied ways in which scientists work with
information (13, 14). The literature is scanned
not only to position new findings in cognate
fields and learn about collaborators’ domains,
but also to monitor the progress of peers and
competitors. Information is collated to compare
measurement and instrumentation details; it is
also used to compile personal collections in evolv-
ing areas of interest and to extract the facts and
evidence needed to build databases. These are
all aspects of strategic reading, a robust, well-
entrenched behavior that is vastly more efficient
in the digital realm and is thus a promising target
for digital support.

How Is Scientific Information BeingRepresented?
Structured terminologies for representing scien-
tific data, along with standard XML-based tech-
niques for defining and using these terminologies,
are forming the basis for new types of scientific
publishing. Although computer-processible scien-
tific terminologies range from simple standardized
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Fig. 2. Increase in the number of papers read by scientists per
year and decrease in minutes spent reading each paper, trends
based on a series of survey studies conducted by Tenopir et al.
between 1977 and 2005 (10, 34, 35).
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出典：Strategic Reading, Ontologies, and the Future of Scientific Publishing. Allen H. Renear and Carole L. Palmer. Science 14 August 2009: 325 (5942), 828-832.



電子ジャーナルは日用品

ILLで入手
IRや著者ウェブサイト

友人知人
諦める
PPV

著者に依頼
0% 20% 40% 60% 80% 100%

必要な論文が電子ジャーナルまたは印刷体の雑誌で利用できないときにどうしていますか

教員（n=2846,複数回答）

薬学
化学

生物学
物理学
医学

畜産学・獣医学
地球惑星科学ほか

農学
歯学
数学
工学

総合領域
複合新領域

看護学
社会科学
人文学
その他

0% 25% 50% 75% 100%

電子ジャーナルをどの程度利用していますか

ほぼ毎日 週一回 月一回

出典：SCREAL調査報告書：学術情報の取得動向と電子ジャーナルの利用度に関する調査． （電子ジャーナル等の利用動向調査2011）



Discussion Revision Re-use

Method Evidence Discussion

OutcomesPROCESS

AFTERMATH研究成果

調査方法 エビデンス 議論

改訂 再利用議論

研究実施中

研究終了後

Lavoie, Brian, Eric Childress, Ricky Erway, Ixchel Faniel, Constance Malpas, Jennifer Schaffner, and Titia van der Werf. 2014. The Evolving Scholarly Record. 
Dublin, Ohio: OCLC Research. http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/library/2014/oclcresearch-evolving-scholarly-record-2014.pdf.の
図1を翻訳



研究実施中

調査方法
ソフトウェア，コンピュータモデル，電子ラボノー
ト，サンプリングフレーム，実験プロトコル，機器の
調整など

エビデンス
データセット，調査結果，新しい/拡張された一次情
報源，他の研究成果へのリンクなど

議論
プレプリント，MLやブログでの議論，学会でのプレ
ゼンテーション資料，注釈コメント，研究助成申請
書/審査結果など

研究終了後

議論
プレプリント，MLやブログでの議論，学会でのプレ
ゼンテーション資料，注釈コメント，研究助成申請
書/審査結果など

改訂
追加の結果，誤りの修正，説明など

再利用
学会でのプレゼンテーション，要約，ブログ記事，一
般向けバージョンなど

Lavoie, Brian, Eric Childress, Ricky Erway, Ixchel Faniel, Constance Malpas, Jennifer Schaffner, and Titia van der Werf. 2014. The Evolving Scholarly Record. 
Dublin, Ohio: OCLC Research. http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/library/2014/oclcresearch-evolving-scholarly-record-2014.pdf.



101 INNOVATIONS IN SCHOLARLY COMMUNICATION   
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Utrecht University Library 
Bianca Kramer       @MsPhelps 
Utrecht University Library 

2005 

2010 

Analysis O
ut

re
ac

h 

101 Innovative tools and sites in 6 research  workflow phases 
(< 2000 - 2015) 

Most important developments in 6 research workflow phases 
Discovery Analysis Writing Publication Outreach Assessment 

Trends social discovery tools datadriven & 
crowdsourced science 

collaborative online 
writing 

Open Access & data 
publication scholarly social media article level (alt)metrics 

Expectations growing importance of 
data discovery  

more online analysis 
tools 

more integration  
with publication &  
assessment tools 

more use of “publish 
first, judge later” 

use of altmetrics for 
monitoring outreach 

more open and post-
publication peer review 

Uncertainties support for full-text 
search and text mining 

willingness to share in 
analysis phase 

acceptance of 
collaborative online 

writing 

effect of 
journal/publisher status 

requirements of funders 
& institutions 

who pays for costly 
qualitative assessment? 

Opportunities discovery based on 
aggregated OA full text open labnotes semantic tagging while 

writing/citing 
reader-side paper 

formatting 
using repositories for 
institutional visibility 

using author-, 
publication- and 

affiliation-IDs 

Challenges real semantic search 
(concepts  & relations) reproducibility safety/privacy of online 

writing 

globalization of 
publishing/access 

standards 

making outreach a  
two-way discussion 

quality of measuring 
tools 

Most important long-
term development 

multidisciplinary + 
citation-enhanced 

databases 

collaboration + data-
driven online writing platforms Open Access more & better connected 

researcher profiles 

importance of societal 
relevance + non-

publication contributions 

Potentially most 
disruptive development 

semantic/concept search 
+ contextual/social 
recommendations 

open science  
collaborative writing + 

integration with 
publishing 

circumventing traditional 
publishers 

public access to research 
findings, also for agenda 

setting 

moving away from simple 
quantitative indicators 

Typical workflow examples 

Science is in transition. This poster gives an impression of  the exploratory  
phase  of a project aiming to chart innovation in scholarly information and 
communication flows from evolutionary and network perspectives.  

We intend to address the questions of what drives innovation and how  
these innovations change research workflows and may contribute to more  
open, efficient and good science. 

all logos excluded 
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Google 
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研究の各段階で様々なツールを利用したコミュニケーション
Kramer, Bianca; Bosman, Jeroen (2015): 101 Innovations in Scholarly Communication - the Changing Research Workflow. figshare. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1286826. Retrieved 06:13, Jul 22, 2015 (GMT)



研究と機関リポジトリ
論文の著者として 
•掲載論文は過去のもの 
•受理後は，次の研究テーマへ注力 
•EJがない雑誌のアクセス提供手段 
•異動, 引退, 死亡後も管理してくれるのはIRだけ 
•論文 < 研究者 < 論文 < IR < 大学図書館 < 大学 

•ギフト交換：金銭よりも学術的，社会的評価が重要 
• アクセス数，被引用数，Altmetricsも全く気に 
ならないわけでは無い





研究と機関リポジトリ
論文の読者として 

•複数の研究プロジェクトの同時進行 
•常に様々な関連情報を探している（Ellisの表） 
•自宅，電車，研究室などで探してかつ読む 
•論文入手の効率化 
• PDFが取れない論文は，読まれない可能性もある 
•  2割程度は諦める（SCREAL調査2011） 
• 図書館来館は最終手段，遅いILL



研究と機関リポジトリ
•政府のオープンサイエンス振興への舵取り 

• 内閣府報告書の省庁レベルでの検討
•機関リポジトリの第2期？ 

• OA方針の策定
• 科研費の成果に対するOA義務化？（文科省学術情報委員会）

• 大学のOA方針（京大ほか）

• 公正研究の遂行

• 登録対象の拡大
• 学術論文に加えて，研究データの保存







大学運営と機関リポジトリ



大学運営と機関リポジトリ
•教員は個別領域レベルで詳しい知識や経験が
あり，独自見解を持っている 
• 全体を俯瞰できるわけでないし，学術情報流通の 
専門家ではない

•学術情報に関する総合的なビジョンを持って
学内の学術情報基盤の整備に寄与して欲しい 

•IRを単なる図書館業務の一環として見ないで
欲しい
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1.智のプラットフォームとその覇権 
2.学術コミュニケーションの「場」はどう変わって
きたのか－直接対話からプラットフォームへ－ 
3.オープンサイエンスに拡がる学術情報流通と研究
評価の新展開 
4.電子ジャーナルの価格高騰とオープン化が大学図
書館に与える影響 
5.文化資源のオープン化と利活用－デジタルアーカ
イブに関わる国内外の動向から－ 
6.知の共創－オープンサイエンスの時代－ 
7.グローバル化する学術智場における本国発イノベー
ションの可能性－Walkman化かSushi化か？－ 

國領二郎　　慶應義塾大学総合政策学部教授／慶應義塾常任理事 
生貝直人　　東京大学附属図書館新図書館計画推進室･大学院情報学環特任講師 
市古みどり　慶應義塾大学日吉メディアセンター事務長 
小野塚亮　　慶應義塾大学SFC研究所上席所員 
倉田敬子　　慶應義塾大学文学部教授 
小松正　　　小松研究事務所代表／多摩大学情報社会学研究所客員准教授 
林和弘　　　科学技術･学術政策研究所センター長補佐･上席研究官 

http://www.nira.or.jp/outgoing/report/entry/n150629_774.html



学術情報プラットフォームの覇権
•学術情報プラットフォームの覇権・覇者 

• 研究活動に関連するあらゆるものがつながるプラット
フォームの構築

• 研究者の囲い込みが行われている
• 日本はプラットフォーム構築の後塵を拝している

•図書館コミュニティは，一利害関係者として 
学術情報流通のデザインにどう関与するか 
• IRの位置づけをどうするか



まとめにか て

ここまで学術雑誌を中心に、学術 ュ ー の を てきたが、 におけ

る学術 ュ ー の「 」を ル すると 2-6 のようになる。研究者同

の による ュ ー はなくならないが、その成果の在り 、 は

していくと られる。 SNS で した 報が、 の学術雑誌論文にそのまま き

わることは られないが、論文の 報を し、その内容について 論するという た

な「 」となる 能 は高い。 

ープ ア の でも たが、ResearchGate、academia.edu など研究者た

が 分の論文をアップし する多数の トが存在するようにな ている。学術雑誌論

文の ープ ア が進め 、これまで商業出版社 学 の トに い まれて

いた研究成果は、 ェ トにさまざまな で 通していくことになる。そこにさらに

ープ ー の きが重なり、論文と ー がリ されることで、学術 ュ ー

の「 」はあらゆるものがつながるプラットフ ー となることが されている

ように われる。学術雑誌の しい も、Google Scholar による研究者プ フ ルも、

INSPIRE-HEP PMC とい た 文を ー ー も、その のプラットフ ー

をめ る の中で まれつつある しい ではないかと る。 、多 な が、

その の学術 ュ ー の「 」となるプラットフ ー を らが主 するこ

とを して ていると言 るのではないか。 

 
図表 新しい学術コミュニケーションの「場」の デル

 
（出所）筆者作成。 
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出典：倉田敬子. “第2章 学術コミュニケーションの「場」はどう変わってきたのか：直接対話からプラットフォームへ”. 孤立する日本の研究プラットフォーム-
放置すれば日本の科学そのものが衰退する. 総合研究開発機構. 2015, p. 15-31.



学術情報プラットフォームの覇権
•学術情報プラットフォームの覇権・覇者 

• 研究活動に関連するあらゆるものがつながるプラット
フォームの構築

• 研究者の囲い込みが行われている
• 日本はプラットフォーム構築の後塵を拝している

•図書館コミュニティは，一利害関係者として 
学術情報流通のデザインにどう関与するか 
• IRの位置づけをどうするか



「オープン」イデオロギー
• コンピュータの世界では「オープン」という言葉が 
ある種の宗教性を帯びたキーワードになっている

• 基本，「オープン」であることは正しい。正しいが 
ゆえに「オープン」が勝利する

• コンピュータの歴史は，（中略）「オープン」そして 
「無料」へと近づいていく進化でした。そして「オープン」
で安いサービスを提供する新興のプラットフォームが， 
既存の強大なプラットフォームを打ち破っていった歴史

• インターネット時代には，「オープン」なサービスが 
「クローズド」なサービスよりも圧倒的に有利だと 
思われています

川上量生.  鈴木さんにも分かるネットの未来.  岩波書店, 2015, 343p.



「オープン」イデオロギーの敗北？
• オープンかクローズにするかの決定権を持っている 
プラットフォームにとって，クローズドにした方が得

• これを覆せるとしたら消費者だけ
• 消費者がオープンなプラットフォームを選択するという 
流れをつくっていけば，クローズドなプラットフォーム 
をつくって利益を独占したいというプラットフォーム側 
の要望に歯止めがかかる

• しかし，これについてはぼくは非常に悲観的です
• 理由のひとつは消費者自身がクローズドで一貫した 
コンセプトでつくりこまれた製品を好む傾向にあるから

川上量生.  鈴木さんにも分かるネットの未来.  岩波書店, 2015, 343p.



•機関リポジトリは，数あるプラットフォーム
の一つにすぎない 
• 類似機能を持ったプラットフォームとの競合

• e.g. 論文アーカイブ，データアーカイブ， 
　  ResearchGateなどの研究者向けSNS

•機関リポジトリの現状を把握して突破する 
• 皆さん次第
• 杉田さんの「そんなのんきなことやってられっか」
宣言にも期待

学術情報プラットフォームとIR


