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メタデータとコンテンツのリンク 
―機関リポジトリの動向― 

宇陀則彦 
筑波大学図書館情報メディア研究科 

 
 
 筑波大学大学院図書館情報メディア研究科の宇陀と申します。それでは、「メタデータとコン

テンツのリンク」、副題として「機関リポジトリの動向」というタイトルで発表させていただき

ます。今日の私の話の趣旨は、メタデータを作るとこんなことができるということを示すこと

です。 
 このプロジェクトの目標は 終的にメタデータ記述のモデルを目指すわけですが、こういう

研究をやっていると、「メタデータってなんのために作るのか」ということをよく聞かれます。

それに対する回答のひとつとして国立情報学研究所(NII)の機関リポジトリ事業を例として示

したいと思います。今日の会場は偶然にも NII ですが、今 NII が も力を入れている学術コン

テンツの基盤の話をしたいと思います。 
 ではまず第 1 部としてメタデータとコンテンツのリンクの話をします。ご存知のとおり、図

書館では図書館目録を記述することが当たり前であり、ウェブの時代になってメタデータとい

うように言葉がちょっと変わりましたが、メタデータを記述すること自体は昔から根付いてい

るといっていいでしょう。では、図書館がなぜ記述に力をいれてきたか、そして、図書館シス

テムがどういうふうに変遷してきたかについてお話します。 
図書館というと 初から目録があったかのような印象があるかと思いますが、そうではあり

ません。目録の前に、素朴な話としてまず大量の図書が目の前にあったところから始まります。

図書を大規模に収集した結果、図書が倉庫に無造作に山積みになっているような状態を想像し

てください。これからこれら大量の図書をどうやって管理しようかと考えたときに、図書館の

先人たちはどう考えたか。それは図書そのものを直接管理するのはむずかしいので、図書をデ

ータに置き換え、データをとおして図書を管理するという発想でした。こういうのを「書誌的

アクセス」といいます。いわば図書の移し身、身代わりとして目録というデータを取り扱った

わけです。 
 その結果、記述したデータを目録カードという形で図書館に蓄積しました。これが世間の図

書館のイメージとなります。やがてコンピュータが登場すると、目録データをまずコンピュー

タで読めるようにしましょうということになりました。これを MARC(Machine Readable 
Cataloging)と呼びました。さらに、目録データと所在情報をあわせ、これらを共通にアクセス

できるようにしようという目的で構築されたのが総合目録です。総合目録によって、この図書

はどこの図書館が所蔵しているのかがすぐにわかるようになりました。日本において総合目録

をメンテナンスしているのが、今日の会場となっている国立情報学研究所です。これはその前

身である学術情報センターの時代から現在に至るまでずっと行っています。総合目録が日本で

構築されたのは 1986 年で、軌道に乗ったのは 90 年代に入ってからです。この仕組みが維持で

きれば平和だったのですが、1993 年から 1994 年にかけてウェブというものが登場してしまっ
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たので、せっかく仕組みを作ったにも関わらず、総合目録が主役であった時代は長く続きませ

んでした。 
 ウェブの登場によって大きく変わったことの一つは、テキスト自身も電子化されるようにな

ったことです。大学図書館においては学術雑誌が大規模に電子化され、出版社が直接電子ジャ

ーナルとして提供するようになりました。この流れによって、図書館システムも形を変えてい

きました。すなわち、メタデータとコンテンツをリンクするシステムです。メタデータ（目録

データベース）を検索すると、検索結果が出ますが、その中から興味のある論文をクリックす

ると、直接電子ジャーナルの論文本体にリンクしてくれます。メタデータからリンクせずに、

Google などの全文検索エンジンで論文を直接検索するというシステムもちろんありますが、資

料に対する正確かつ特定性の高い記述データであることを利用して論文に案内しようというコ

ンセプトです。Google は Google であっていいのですが、それとは別にメタデータから論文本

体に案内するシステムもあっていいのではないかということです。このメタデータと論文本体

をリンクするシステムをリンキングシステムといいます。リンキングシステムが具体的にどう

いう動作をするかというと…このへんはいいですね。このような新しいシステムが開発される

ことによって、図書館システムは資料を管理することが目的であった業務システムから利用者

へのサービスを重視した電子図書館システムに移行していったといってよいでしょう。 
幸いにしてこの会場はネットワークにつながるので、リンキングシステムを装備した筑波大

学の電子図書館システムをお見せします。筑波大学ではいろんな情報資源、電子ジャーナルと

かデータベースを提供しており、トップページからすべての情報資源に直接アクセスできます。

今までだったら、“メタデータ”に関する論文が欲しいと思ったら、こんな感じで目録データベ

ースを検索します。みなさんも論文のサーベイをしたことがあると思うのですが、こういうふ

うに図書館に行って目録データベースを検索し、文献リストを作るはずです。そして、その文

献リストをプリントアウトして、図書館に出向き、書架をさまよったのち、雑誌論文をコピー

するという流れになっていると思います。つまりこれがこれまでの論文入手の基本行動であっ

たわけです。 
 ところが、論文本体も電子化されている現状においては、わざわざ図書館に足を運んで論文

をコピーするというのは、まったくもってナンセンスです。研究室のパソコンなどから目録デ

ータベースを検索し、興味のある文献をクリックすれば電子ジャーナルに案内してくれるほう

がずっと便利です。注意していただきたいのは、このような変化によって図書館が不要だと言

っているわけではありません。図書館は今までずっと目録データをキチッとキチッと整備して

いたわけですから、これからも質の高いメタデータを作成し、新しいサービスを提供すれば、

図書館の必要性は十分認められるはずです。 
 リンキングシステムを提供しているのは筑波大学だけではありません。他の大学でも数はま

だ少ないですが、提供されています。さて、私は別に NII の回し者ではありませんが、NII も
大規模なリンキングシステムを提供しています。ご存知の方も多いと思いますけども、CiNII
という名前の論文ナビゲータです。ここ（会場）はおそらく、CiNII をもっとも高速に検索で

きる場所でしょう（笑）。 
――いや、セキュリティの壁が（笑）。 
  はい？ 
――案外遅いんですよ。 
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  そうですか。まあ、それはそれとして（笑）。たとえばこのように、今「宇陀則彦」という

言葉で検索すると、私が今まで書いた論文一覧が出てきます。ここで、書誌データのすぐ横に

リンクボタンが表示されています。このボタンを押すと論文本体に案内してくれます。たとえ

ば、この６番目の私たちが 近書いた論文の横にあるリンクボタンをピッとクリックすると…

…ほら、このように論文本体が一発で表示されるわけです。 
 メタデータと論文本体をリンクしたこのシステムは、図書館システムとしてはある意味究極

の姿です。欧米の大学図書館においては、ほとんどがこの方向に向かっています。つまり今ま

で作った図書館の資産をシステムとして展開し、その他様々な図書館サービスの機能をすべて

統合し、集約する方向に向かっています。 
 リンキングシステムを概念図で示したものがこのスライドです。一つ目は内部リンクです。

これはひとつのシステムの中に書誌データと全文データを持っているパターンです。ローカル

システムですね。しかし、リンクはローカルシステムの中にはってある必要はなく、ネットワ

ーク的に離れていてもいいわけです。書誌データとは別に全文データは出版社のサーバにあっ

てもよいし、個人の Web ページにあってもよい。これが二つ目の外部リンクです。ところが、

内部リンクにしろ外部リンクにしろ、1 対 1 のダイレクトリンクで運用するにはある問題が生

じます。それはリンク切れの問題です。皆さんも経験があると思いますが、ディレクトリの名

前が少し変わっただけでリンク切れが生じるわけです。論文本体の URL が変わる場合がある

し、またほかに適切なリンク先があるかもしれない。ダイレクトリンクだと関係が固定的で柔

軟性に欠けるのです。 
 そこで、この問題をうまく吸収しようとしたのが、三つ目のリンクリゾルバモデルというわ

けです。書誌データと論文本体をダイレクトにリンクするのではなく、中間にデータベースを

用意し、書誌データと論文本体の URL の対応を柔軟に変化させられるようにしました。つま

り、論文本体の URL が変わったら、変わったよということをこの中間データベースに知らせ

てあげればリンク切れはおきません。そして他の人々やシステムはこの中間データベースに問

い合わせれば、どこにいようとも必ず書誌データから論文本体に案内してくれることが可能に

なります。 
 業界では出版社の協力のもと、雑誌論文に関する中間データベースが整備されました。これ

は図書館にとって便利ですし、利用者にとっても便利ですし、出版社にとっても便利なので、

利害を超えて整備しましょうということになりました。整備の内容の中心にあるのは、

DOI(Digital Object Identifier)と呼ばれる識別子です。DOI はすべてのデジタルコンテンツを

一意に識別できる論理的な ID の規格です。ISBN みたいなものです。この新しい規格は論理

的にはすべての学術論文に ID を付与することが可能です。たとえば私の論文が DOI の 5 番と

しましょう。いや、実際はもう少し複雑なシンタックスですが。この 5 番の論文を指定すると、

リンクリゾルバは中間データベースを参照して論文本体の URL を返してくれます。 
 さらにもうひとつ重要な規格があります。それがここに書いてある OpenURL という規格で

す。OpenURL とは書誌情報などのメタデータを URL としてどう記述するかを決めたもので

す。さきほど、私は CiNII で検索してリンクボタン押しましたよね。その押した瞬間に書誌デ

ータが OpenURL の書式でリンクリゾルバに送られたのです。 
 Web の基本プロトコルは HTTP ですが、HTTP とは簡単にいえば、URL でファイルを指定

し、そのファイルが何らかのアクションを起こすというプロトコルです。そこで、基本となる
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HTTP のうえに OpenURL の書式を乗せることで、余計なプロトコルを持ち込む必要がないよ

うにしたわけです。これは OpenURL の例です。ベース URL のあとの”?”以下に書誌データを

記述します。この”article”というのは論文記事であることを示します。次に続くのが ISSN、続

いてその雑誌の”vol”および”issue”を記述し、spage と epage でペース数の開始と終了を示しま

す。そして、著者名を記述します。 
 このように、書誌事項を URL に書くための規格を全世界で決めたことにより、出版社、図

書館、サービスプロバイダなど、すべての関係者が同じ規格でシステムを作れるようになりま

した。リゾルバという言葉を聞いてネームサーバを思い出す方がいるかもしれませんね。知っ

ている方は知っていると思うのですが、ネームサーバもやっぱり IP アドレスとホスト名（ド

メイン名）を対応させるものです。まあネームサーバの説明はいいですね。現在は PubMed や

Science Direct など、どのベンダーもこぞって OpenURL に準拠し始めました。準拠すること

によって自分たちのシステムは便利になり、利用しやすくなるからです。 
 現在、世間にはたくさんのリンクリゾルバがありますが、一番先に商用サービスとして提供

したのが SFX というシステムです。作った人たちは「まるで特殊撮影のようだろ？」という

意味を込めて SFX という名前をつけたらしいです。SFX では、リンクボタンをクリックする

と、中間窓が画面上に表示され、「あなたが欲しい論文はこういう経路で入手可能ですよ」とい

うことを示してくれます。論文本体があれば中間窓の一番上に論文本体へのリンクを表示しま

す。けれども、必ずしもすべての論文が電子ジャーナルになっているわけではないし、大学に

よって契約している電子ジャーナルが違うこともあるので、論文本体がない場合があります。

その場合、SFX は次の入手経路を示してくれます。「論文はありませんでした」で終わっては

図書館サービスとは言えませんから、様々な入手経路を示すことで論文を入手を助けようとい

うわけです。たとえば文献複写依頼にまわすとか、オープンアクセスのジャーナルを紹介する

とかです。それに、利用者が驚くぐらい丁寧に案内しなければ特殊効果(SFX)とは言えないで

しょう。 
 そうそう。実は Google も OpenURL に対応しています。学術情報専用のサービスとして

Google Scholar がありますが、筑波大学は Google と契約しており、キャンパス内から Google 
Scholar を検索すると、検索結果の横にリンクボタンを出してくれます。 
 というわけで、このあたりまでが第 1 部ですが、とにかく第 1 部で言いたかったことは情報

資源へのアクセスはメタデータとコンテンツのコンビネーションで行うことが基本であり、こ

こにどのようなメカニズムを持ち込むかがカギであるということです。アイデアはまだまだ眠

っていると思っています。 
 さて、続いて第 2 部ですが、第 2 部では機関リポジトリの話をします。私はけっして NII の
回し者ではないのですが、今日ちょうど NII のパンフレットが配られたようなので、この中に

ある「Cyber Science Infrastructure、 先端学術情報基盤事業、通称 CSI 事業」の宣伝をし

ます。今この CSI 事業は NII が非常に力を入れている事業です。CSI 事業は大きく分けるとネ

ットワーク事業とコンテンツ事業があるのですが、この小冊子を見開いた右側の緑の１番下。

１番下から２番目のとこですね。「大学からの情報発信を協力にサポート。機関リポジトリ構築、

連携支援」っていうのがありますね。これです。あと、NII のパンフレットの 27 ページと 28
ページにも同じことが書かれています。どっちかというと、こっちのほうが詳しいかもしれま

せん。実は私は機関リポジトリ作業部会の委員でもあるのです。だから NII の回し者というの
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は正しいかもしれません。（笑） 
さてそれで、機関リポジトリというのはなにかと言うと、単純な定義をまず示すと、「大学と

その構成員が創造したデジタル資料の管理や発信を行うために、大学がそのコミュニティの構

成員に提供する一連のサービス」または「大学および研究機関で生産された電子的な知的生産

物を保存し、原則的に無償で発信するためのインターネット上の保存書庫」。 
 基本的に学術論文は研究成果が書かれたものであり、研究成果は大きく言えば人類全体の共

有財産であるわけです。特に国立大学などでは税金を使って研究しているわけですから、その

成果は社会に還元すべきですし、もっと簡単に一般の方がアクセスできるべきです。ところが

今は、大手学術出版社が学術雑誌の出版を一手に握っているので値段が非常に高いのです。洋

雑誌はとくに高いです。電子ジャーナルになっても状況は変わらない。むしろ悪くなっていま

す。一方、大学の予算はどんどん減っていきますから、購入する雑誌も減っていきます。大き

な大学はまだしも、中規模小規模の大学は全く買えなくなるでしょう。「これはまずいぜ」とい

うことで、大学図書館は研究者と一緒になってコンテンツを自分たちで蓄積、提供しようとし

ています。これが機関リポジトリです。 
 機関リポジトリが成功するかどうかは研究者の協力を得られるかどうかにかかっています。

なぜなら論文を書いているのは大学の先生であり企業の研究者だからです。けれども、研究者

はそんなことは知ったことではありません。研究者というのは研究ができればそれでいいし、

業績評価は雑誌に掲載された論文の数で決まりますから、何のインセンティブのない機関リポ

ジトリに登録してくれと言われても素直に協力する気にならないのです。しかも、現在は一応

雑誌論文を入手できているわけですから、将来雑誌が買えなくなるといわれてもピンとこない

のです。ある日突然、雑誌が読めなくなってはじめて気づくのかもしれません。しかし、それ

では遅い。だからそうならないように、そうなる前に、大学の知的生産物を収集し、蓄積しま

しょうということなのです。これは世界的な動きであり、日本においては NII が音頭をとって

進めています。 
 このように、元々は出版社に対する対抗策という動機ではじまった機関リポジトリですが、

大学の知的生産物を組織的に集めて発信するというのは、それ以上の意義があると認識されつ

つあります。それは次の 5 つです。①大学の研究教育成果に対する視認性とアクセシビリティ

の向上、②社会に対する大学の研究・教育活動の説明責任の保証、③大学で生み出された知的

生産物の長期保存、それから⑤現行の学術出版に対する代替システムです。これらが研究者の

インセンティブになればよいのですが。 
 さて、日本の機関リポジトリですが、CSI 事業は平成 17 年度から始まり、18 年度、19 年度、

20 年度と続いています。平成 20 年 1 月 18 日現在の機関リポジトリの一覧はこうなっていま

す。国立大学のほとんどが機関リポジトリを構築し、私立大学でも徐々に増えています。構築

後はコンテンツの登録数を競っています。競争と協調っていうのが 近のトレンドですが、お

互い競争しながら全体の底上げを狙おうというわけです。 
 世界的にみた場合、日本の機関リポジトリはどのぐらいの位置にあるのでしょうか。現在の

ところ世界第 4 位です。世界の機関リポジトリについての情報を集めているサイトが 2 つある

のですが、OpenDOAR と ROAR です。えーと、これが OpenDOAR のサイトです。えっと…

…これかな。これがスライドにある図と同じものです。第 1 位アメリカ、第 2 位ドイツ、第 3
位イギリス、第 4 位日本です。どうでしょうね。この 4 位というのは喜ぶべきなのか、そうで
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ないのか。登録数を平等に比較しようと思ったら研究者一人あたりのコンテンツ数でみるべき

なのかもしれません。また、国同士で比較することに意味があるのかどうかですが、これはや

っぱり競争と協調ということでよいことなのだろうと思います。次のこの図は、日本の機関リ

ポジトリの数を時系列順に並べたものです。ご覧になったらわかるとおり、CSI 事業が始まっ

た平成 17 年度から急激に伸びています。 
 それでは機関リポジトリにはどのような種類のコンテンツが登録されているでしょうか。大

学の生産物というと、1 に論文、2 に紀要、3 に学位論文でしょうか。この内訳をご覧になった

らおわかりのように、大体そのような順になっています。一番登録したいのは学術論文かもし

れませんが、学術論文には著作権が絡んできますので、単純に出版社から出版された論文をそ

のまま大学の機関リポジトリに登録するわけにはいきません。そんなことをされたら出版社と

しては困るわけです。とはいうものの、一方的に反対するわけにもいかない。そこで現在のと

ころ、出版社が出したそのままの形を機関リポジトリに登録するというのはだめだが、出版前

に著者の元にあるユーザーファイルならば登録しても構わないという考え方になっています。

みなさんも論文を書くときに LaTeX で書いたり Word で書いたりしますね。そのファイルを

学会に投稿し、採録され、出版社できれいに整形されたものが正式論文となる。内容的には同

じものであるはずです。ユーザーが持っているファイルならば、研究者のものなので、われわ

れがどうこういう問題ではありませんと出版社は言っています。しかしながら出版社が出した

ものについては、権利を主張しますというのが出版社の基本的な態度です。ただし、これも出

版社によってかなり違います。全面的に許諾を出している出版社もありますし、全面的にダメ

だっていうところもありますし。あるいは「数年たったら OK だよ」というところもあります

し。このあたりは出版社それぞれの考え方次第です。 
 さて、ここで問題です。今いるこの研究グループに関わる問題ですが、文書館や博物館の資

料は機関リポジトリに登録すべきなのでしょうか？ この手の疑問や意見は CSI 事業に関わる

ところでも何度かありました。その中の「なるほどな」的な意見だと私が思ったのは、「そもそ

も博物館と文書館っていうのは、わざわざ機関リポジトリだとか言わなくても、 初から機関

リポジトリじゃないの？」という意見です。ただ、その一方で、図書館だけが CSI 事業に加わ

り、博物館・文書館は加わらないというのも変な話なので、そう単純な問題ではないなと思う

次第です。機関リポジトリも資源共有プロジェクトも両方とも専門的なコンテンツを扱うわけ

ですから。機関リポジトリに関しては、今後はコンテンツをどう利用してもらうのか、という

ことが、次に考えるべき課題だと思います。コンテンツを広く世に発信しようというのは機関

リポジトリも資源共有プロジェクトも共通していると思います。 
 次に利用の観点から考えてみましょう。機関リポジトリは利用者から見ると、東大の機関リ

ポジトリにいって検索し、筑波大学の機関リポジトリにいって検索し、京大にいって検索し、

というようにばらばらに検索しなければなりません。そんな面倒なことを誰がやるでしょうか。

期間リポジトリをより利用しやすくするためには、機関リポジトリを横断的に検索できる仕組

みが必要です。このあたり資源共有と同じです。あるいは、リンキングシステムを使ってメタ

データからコンテンツ本体に誘導してくれれば、もっと便利になるはずです。このように考え

ていくと、実は情報資源共有でわれわれがやろうとしていることも、結局同じなんじゃないの

かな、という気が私にはしています。もちろん背景となる文脈やアプローチは違いますが、機

関リポジトリで使っている技術は博物館・文書館にも応用できるのではないかと思っています。
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たとえば次に紹介する AIRway などはそのひとつです。 
 AIRway というのは機関リポジトリを対象にしたリンキングシステムです。より正確にいう

ならリンキングシステムの中心となる知識ベースのことです。さきほどリンキングシステムの

説明をしましたが、その中に書誌データと論文本体の URL の対応関係を維持する中間データ

ベースの話があったかと思います。電子ジャーナルにおいては出版社が出しているものに関し

ては DOI が付与されていますし、中間データベースも維持されているのですが、機関リポジト

リはこういった仕組みがないので、CSI 事業の一環でわれわれが作ったのです。メインでこの

プロジェクトを進めたのは北大ですが、名古屋大、千葉大、それと筑波大も協力してこの知識

ベースを作りました。 
 したがって、商用のリンクリゾルバを含めてですが、AIRway の知識ベースに問い合わせさ

えすれば、そのコンテンツがどこの機関リポジトリにあるのかを教えてくれるわけです。そこ

で、ひとつのこういったものを、博物館・文書館の業界でも構築しないかなと思うわけです。

あるいは AIRway に博物館・文書館のメタデータを登録するか。いかがでしょうか。というよ

うな提案をして私の話を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 
 
 
＜質疑要約＞ 
 
 ――エアウェイでいう機関の定義は何か。 
 宇陀 基本は大学、世界の大学。ただし、大学に限ったわけではなく、学術的な研究機関も

入っている。 
――大学の研究発表だけで新たな研究、テクノロジーを研究しようとした場合に研究の題材

になるのか。 
 宇陀 おっしゃるとおり、新しい技術開発をしているわけではない。 
――文科省が縦割りの中でこうした事業をやることでやむを得ないとは思うが、国策として

は正しいかどうか非常に疑問。人間文化研究機構が共有化をやろうというのと性格は違うよう

に思う。NII が音頭を取っているので、需要などは社会に対して公表すべきでは。 
 宇陀 おっしゃるとおり。それは技術的な基盤の問題ではなく、政府的な問題である。日本

の学術情報の基盤をどう持っていくのか、社会にどう還元するのかが大きい。NII はその存在

意義を示す必要から、このような事業を行っている。この機関リポジトリというのは、理念の

問題と実行の問題と、技術の問題と社会への還元の問題で、ものすごく複雑で大変だ。 
――文科省の下で行う意義は、こうしたメタ情報のあり方や研究的な要素を含んで公開する

ほうが、各大学、博物館、傘下にあるアカデミックな機関の中からいろいろなメタ情報のあり

方を考えることにある。これは世界に対して、持っている根拠にはなるが、ものだけ放り込ん

でだけでは、日本の国立大学の論文を見に行かないのではないか。 
 宇陀 図書館は閉じているのが一番の根本的な問題だ。 
――情報を発信しているところは出版社や学会だけが拠点ではなく、大学もそれと肩を並べ

る発信源であるとしようとすると、仕組みを作らざるを得ない。検索する仕組みをオープンに

してメタデータ共有して、 終的に 後のリンク押すと画面が出てくる。 終的な形態として

は、機関リポジトリは一生懸命作るが、お客さんとしてはそれが機関リポジトリのデータかど
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うかはこの仕組みの中でよくわからず、「名を売る」というベクトルでは実らない議論だ。 
 宇陀 欧米でも日本でも肯定派と否定派が激しい。欧米でも大学の生き残り戦略として、あ

るいは大学からの情報発信のひとつの方策としてこれを前面に出すという大学もいれば、否定

的に見る大学がある。大学図書館の関係者として言うのであれば、一応オープンで、このコン

テンツも、メタデータも誰でも使える。広報は弱いが、少なくともこのコンテンツはすべてフ

リーで、それはこの先も守られる。そこだけは理解してほしい。 
――今、グーグル・スカラーが株を上げているが、一企業のやっていることがどういう情報

操作されているかわからないという話を吹き飛ばす力を持っているが、どうか。 
 宇陀 一応、学術論文を対象にしているサーチエンジンで、日本語も徐々に入りつつある。

それぞれの組織がどのようなメタデータを公開するかだが、一般利用者、研究者も、もっとも

よく使うのはグーグルでありグーグル・スカラーなので、メタデータをグーグルにクロールし

てもらうのが図書館の流れになりつつある。一方で、古き良き時代の図書館を知っている方々

は、それは図書館がお金と労力をかけてきた資産であるとも言うが、それは時代遅れで、基本

的に露出度が上がらなければ、大学ないしは大学図書館は死ぬだけであるというのが大方の見

方で、グーグル・スカラーだろうがなんだろうが、いろんなところにデータを出していく動き

になっており、図書館としては若干悲しいものはある。 
――歴博のホームページは、Web 仮想世界の中で、博物館が発信源にならないと埋もれると

して作ったが、写真を載せると誰も博物館に足を運ばなくなると議論する人もいた。博物館は

行って実在を見るところが博物館の展示の生きるところである。 
――学会も二分化していて、自分とこで論文サービスしているお金持ち学会はお金をいっぺ

ん 100 ドルとか取る。僕らが関わっているような弱小学会はついていけず、NII にはまずちゃ

んと素直に登録をして、無料か、少しお金取るようにしている現状。 
 宇陀 学会については、欧米の学会に対して機関リポジトリの登録の意思確認をしましてま

とめているシェルパロメオプロジェクトがあり、それによって、自分が書いた論文を機関リポ

ジトリに登録していいかは、これを見ればすぐわかるようになっており、その日本版もＣＳＩ

事業の中で作った。筑波がその担当になっている。 
――リンキングシステムあるいは機関リポジトリで、電子データだけでなく、博物館のもの

資料や文書資料も対象と想定しているのか。 
 宇陀 スタンスとしては広げようとしている。地域や私大のリポジトリもその公望の中に入

っている。データの中身も、CSI 事業としては学術雑誌論文、次は学位論文と紀要。 
 ――大学共同利用機関の NII としての立場から、単にデジタルコンテンツだけの話ではなく

て、計算機のリソース、各大学が持っているサーバの計算機リソース、実験設備を共有する話

も、大学利用機関のイーサイエンスというアプローチの中ではもちろんある。 
――リンクリゾルバーは DNS みたいな分散して管理することは可能か。OPEN URL

は博物館資料だったら、それぞれの博物館でつける仕組みになるのか。 
 宇陀 １つ目の質問は、DNS もそうだったと思うが、たくさんミラーサーバが出たら、それ

をお互いに DNS みたいにするだろう。現時点では話は出ていない。 
２番目の DOI に関しては、学術雑誌だけではなく、究極的にはウェブ上にある動画も含むすべ

てのコンテンツに DOI をふれるだけのキャパを持った体系であると理念としては言っている。

あとは本当に実効性のある枠組みとして、誰がどうやるのかだと思う。 
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