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インターネットと学術情報

科学技術振興事業団
知的資産集積部　品質管理部門
　専門役　　　阿部　哲朗

平成１５年度公立大学図書館協議会研修会

２００３．０７．３１　滋賀県立大学
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１．インターネットの現状
（１）インターネット利用人口及び人口普及率の推移

平成１５年度版　情報通信白書　ｐ１４
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(2)世界のドメイン数推移（ＩＳＣ調査）

http://www.isc.org/ds/hosts.html
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（３）インターネットコンテンツ量の推移（ＪＰドメイン）

平成１５年度版　情報通信白書　ｐ１０３

7,4386,5075,5703,8501,790総ページ数（万ページ）

308,000177,000120,00085,00054,000サーバ数（台）

１４年末１３年８月１２年８月１１年８月平成１０年

8月



5

２．インターネットの得意・不得意

（１）　野口悠紀夫

　　　　「インターネット「超」活用法２００１」
　　　　　　　　野口悠紀雄著 　講談社２００１．４ １６００円

　　　　　　　　２６９ｐ 　ＩＳＢＮ　4-06-210723-6

・得意な分野

　　刻々変わる情報

　　　　（株価、為替などのマーケット情報）

　　非常に特殊な分野での詳細な情報

　　　　（趣味関連）
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・不得意な分野

　　体系的な知識

　　　　（「時々刻々の天気予報」は得意だが

　　　　　「高気圧が来るとなぜ天気が良くな　
　　　　　るか」の答は見つけがたい）

　　　　⇒　印刷物にある

　　情報の一覧性
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（２）　紀田順一郎
　　　　　「インターネット書斎術」

△×　希少性

△×　異質性

×○　信頼性

×○　規範性

×○　客観性

インターネット辞書・事典情報の性格
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紀田順一郎（続）

○△　独創性

×○　安定性

○×　鮮度

×○　体系性

×○　精度

インターネット辞書・事典情報の性格

インターネット書斎術　紀田順一郎著 　ちくま新書　３３１
筑摩書房２００２．２ 　６８０円　１９８ｐ ＩＳＢＮ　4-480-05931-8 
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http://member.nifty.ne.jp/TAB01645/ohara/
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３．検索エンジン評価の試み

インターネット時代の学校図書館
ー司書・司書教諭のための「情報」入門ー
　根本彰（監修）、堀川照代・中村百合子（編著）
　　　東京電機大学出版局　2003.3  2,400円（定価）
　　　　１７３ｐ　ISBN  4-501-61970-B

客観性、納得性には欠けるものの、試みとしては
評価にあたいする。
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A.操作性とヘルプ機能　　　３項目
B.検索画面の機能性　　　　２項目
C.検索基礎機能　　　　　　　７項目
D.絞りこみ検索機能　　　　　６項目
E.検索結果の表示　　　　　　５項目
F.検索結果の内容　　　　　　２項目　　
　　　　　　　　　　　　　　　全２５項目

検索エンジン評価項目
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検索エンジンの評価例
（１００点満点）

５０５０７５７５５０F.検索結果の内容
４５７０６０２５４５E.検索結果の表示
０６３８３６３２１D.絞りこみ検索機能
２９３８５７２５５７C.検索基礎機能
２５６３８８７５１３B.検索画面の機能性
５０６７９２８３５０A.操作性とヘルプ機能

LycosInfoseekGooglegooExcite評価項目
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検索エンジンの評価例（グラフ）
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４．おすすめサイト集

（１）　野口悠紀雄　インターネット情報源

野口悠紀夫Ｏｎｌｉｎｅホームページ
httop//www.noguchi.co.jp　から



15http://www.noguchi.co.jp/



16http://www.noguchi.co.jp/newDB/member/



17http://www.noguchi.co.jp/newDB/member/



18http://www.gakkou.net/daigaku/



19http://www.gakkou.net/cgi-bin/view.cgi?code=10200



20http://welcomenavi.ekiworld.net/expwww/exp.cgi

演者自宅（小平）
から会場への経路



21http://www.noguchi.co.jp/newDB/member/



22http://allabout.co.jp/
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（２）アリアドネ

　http://www.ariadne.ne.jp
　　　　主宰　二木麻里

思考のためのインターネット－厳選サイト八〇〇－ ちくま新書　２１３

アリアドネ編 筑摩書房１９９９．８ ６６０円 　　２３８ｐ

ＩＳＢＮ　　4-480-05813-3 

調査のためのインターネット ちくま新書　０８４

アリアドネ編 筑摩書房１９９６．９ ６６０円 　２３８ｐ

ＩＳＢＮ 　　4-480-05684-X 



24http://www.ariadne.ne.jp/



25http://www.ariadne.ne.jp/search_engine.html

サーチエンジン
　　世界一周



26http://www.ariadne.ne.jp/book.html

書店・図書館



27http://www.ariadne.ne.jp/book.html#lib

図書館



28http://www.jla.or.jp/link/



29http://www.jla.or.jp/link/public.html



30http://www.jla.or.jp/link/public2.html

公共図書館Webサイトのサービス



31http://library.kodaira.ed.jp/
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リンク集

• 図書館関連

• 日本図書館協会

• NEMOTO Akira's Labo Public Librarianship 
Home Page

• 検索エンジン

• Google
• goo[グー]
• Yahoo! JAPAN
• エキサイトジャパン

• LYCOS Japan
• インフォシーク

• フレッシュアイ

• 生活情報

• インターネットタウンページ

• ハイパーナビ

• 駅名入力で検索

• Yahoo! 路線情報
• 駅前探険倶楽部

• 時刻表リンク

• 日本道路公団

• TVACトップページ
• 東京消費者ネットワーク

• NAVIGATOR
• ［医療・福祉・健康］情報発信基地　CSR-NETイ

エローページ

・地図関連
•国土地理院
•Mapion
•MapFan

•行政情報
•首相官邸トップページ
•官公庁リンク集
•総務省ホームページ
•地域づくり百科
•Nippon-Net home page

•レファレンス
•国立情報学研究所
•Welcome to Webcat
•法　庫
•Yahoo! Reference:Dictionaries:Subject
•情報・通信事典 e-Words
•辞書・辞典・用語集のリンク集
•Search Guides
•日本ユニセフ協会
•参考資料集

•本の情報
•TRC トップページ
•日本書籍出版協会
•Yousho.com 洋書.COM
•本やタウン
•福祉図書検索

•その他
•地域資料デジタル化研究会ＤｉＧｉ-ＫＥＮ
東京農工大学

•地域関連情報リンク集へ

http://library.kodaira.ed.jp//link.html

ビ
ジ
ネ
ス
支
援
図
書
館



33http://www.ariadne.ne.jp/literature-e.html

英語・英米文学
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インターネットで文献検索２００２年版

　　実践女子大学図書館編　伊藤民雄著

　　日本図書館協会　2002.10  179p  1800円
　　ＩＳＢＮ　4-8204-0220-X
　　

(3) 実践女子大学図書館
図書・雑誌探索ページ



35http://www.jissen.ac.jp/



36http://www.jissen.ac.jp/library/



37http://www.jissen.ac.jp/library/



38http://www.jissen.ac.jp/library/frame/index.htm

図
書
・
雑
誌
探
索
ペ
ー
ジ



39http://www.jissen.ac.jp/library/frame/seabook.htm

図書探索



40http://www.jissen.ac.jp/library/frame/japan.htm

探索チャート
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（４）　松本侑子ホームページ

　http://member.nifty.ne.jp/office-
matsumoto/index.htm

　　　以下はホームページの「プロフィール」より引用

　　　関心分野

　　女性学全般、ジェンダー論、セクシュアリティー論、コンピュータと情
報　　化社会、インターネットと電子メディア、環境問題、出雲古代史、
英語ディベー　ト、『赤毛のアン』シリーズに引用されている19世紀英米
文学の出典解明
　欧米児童文学、翻訳技法、文学作品の舞台を訪ねる世界旅行、
　茶道（表千家）、Ｌ・Ｍ・モンゴメリ、マリリン・モンロー
　表現の自由と公共の福祉・差別問題との摩擦



42http://member.nifty.ne.jp/office-matsumoto/index.htm



43http://member.nifty.ne.jp/office-matsumoto/an.htm



44http://member.nifty.ne.jp/office-matsumoto/mel01.htm



45http://member.nifty.ne.jp/office-matsumoto/index.htm



46http://member.nifty.ne.jp/office-matsumoto/index.htm

リンク集の続き



47http://www.ne.jp/asahi/green-gables/anne/



48http://www.ne.jp/asahi/green-gables/anne/

アンのお部屋
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　ここでは特に
　　「電子図書館の蔵書」
　　　についてふれる。

（５）　国立国会図書館



50http://www.ndl.go.jp/

NDLのHP



51http://www.ndl.go.jp/jp/data/endl.html

電子図書館の蔵書



52http://warp.ndl.go.jp/

WARP(インターネット資源選択的蓄積実験事業）
（ウェブ・アーカイビング・プロジェクト）



53http://warp.ndl.go.jp/warp_coo.html

協力機関ウェブコレクション



54http://warp.ndl.go.jp/warp_coo.html#event

２００２年FIFAワールドカップ

イベント



55http://warp.ndl.go.jp/cgi-bin/netwp/BNWPSiteDocSelect.cgi
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５．学術情報と電子ジャーナル

国立大学図書館の電子ジャーナル導入状況
（2001.08国立大学図書館協議会調査）

２０００タイトル以上　　　　　　　　９校

１０００～２０００タイトル未満　　３１校

　５００～１０００タイトル未満　　　５校

　５００タイトル未満　　　　　　　　２９校

(出典下記:p71)
　　電子ジャーナルで図書館が変わる　　情報学シリーズ６
　　国立情報学研究所監修　　丸善　2003.02  2500円

104p   ISBN 4-621-07180-7
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6.学術ポータル
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代表的な学術系ディレクトリー

学術ポータルとは
　ポータルは一般的には、インターネットの世界で利用者
がまず最初に利用する港のようなもの。
　リンク集など。one stop shopも類似。
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7.　Ｊ－ＳＴＡＧＥ（科学技術情報
発信・流通総合システム）

(Japan Scienceand Technology 
InfomationAggregator, Electronic)

お問い合わせ先
科学技術振興事業団　知的資産集積部　電子ジャーナル部門
ＴＥＬ：０３－５２１４－８４５５　　ＦＡＸ：０３－５２１４－８４６０

ｅ－ｍａｉｌ：contact@jstage.jst.go.jp
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Ｊ－ＳＴＡＧＥの位置づけ



61

J-STAGEの目的

・科学技術論文の」国内外への発信・流通を促進
　　・インターネット技術を活用した情報発信・流通

・科学技術分野の学術雑誌の電子ジャーナル化を
　　　支援
　　・科学技術論文の投稿・査読・審査の電子化
　　・電子ジャーナルの編集・製作支援
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J-STAGE利用のメリット

・論文投稿から公開までの電子化の推進による
　　研究開発能率の向上

・発信・流通の促進による国内外での研究評価
　　の向上

↓

研究開発の促進
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１．費用
　　　J-STAGEシステム、ツールの利用料金は無料
２．著作権
　　　電子論文の著作権は学会が所有

３．その他
　　　・書誌事項は制限なしで公開
　　　　（抄録も制限なしでの公開を推奨）
　　　・電子ジャーナル化に伴い、投稿規程の見直しが必要

J-STAGEの利用
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公開オプション機能

・購読者認証
　・認証機能で公開範囲を制限
　　（全文（ＰＤＦ）の制限、論文単位の制限など）
　・パスワード認証とＩＰアドレス認証が利用可能
・電子付録
　高精細画像、動画や音声データの搭載
　（１論文最大５ファイル、１０ＭＢまで、１ファイル最大
　　　５ＭＢ）
・エラータ
　正誤情報の公開
・新着案内
　新着ジャーナルの目次の電子メールによる配信



65http://www.jst.go.jp/

JSTのホームページ



66http://www.jst.go.jp/service.htm

JSTの各種サービス



67http://www.jstage.jst.go.jp/ja/

J-STAGEのHP



68http://www.jstage.jst.go.jp/ja/journal_list.html

ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
覧



69http://www.jstage.jst.go.jp/ja/journal_list.html

ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
覧

←



70http://johokanri.jstage.jst.go.jp/cgi-bin/rs.cgi?FID=9000000&LANGUAGE=ja

巻一覧



71http://johokanri.jstage.jst.go.jp/cgi-bin/rs.cgi?SID=1d75e983f4182eb8b1aa4d3c223e690b

号一覧



72http://johokanri.jstage.jst.go.jp/cgi-
bin/rs.cgi?SID=0e040c1c0750e587d2fdf1ce7753c644

目次



73http://johokanri.jstage.jst.go.jp/cgi-
bin/rs.cgi?SID=55c62f12f2935216d3e67d45bc3352f5

抄録



74http://johokanri.jstage.jst.go.jp/cgi-
bin/rs.cgi?SID=55c62f12f29352165b370c2467632571

ログイン画面：購読者番号とパスワードの入力



75http://johokanri.jstage.jst.go.jp/cgi-
bin/fs.cgi/46_213.pdf?SID=e0d06e404cfd65b11cd049bd5f12a01e

本文
PDF
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http://johokanri.jstage.jst.go.jp/cgi-
bin/rs.cgi?SID=110bf90ac1400341c7f1d157e83fc38c

引用文献



77http://info.jstage.jst.go.jp/

J-STAGEについて：説明案内画面



78http://info.jstage.jst.go.jp/
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導入の手順
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Ｊリンクの機能
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J-STAGEの利用状況

９２６，６７１３０予稿集

５８１３報告書

１４１５１，３１５１１３ジャーナル

利用申請
数

公開記事
数

公開誌数

（平成１５年６月３０日現在）
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Ｊ－ＳＴＡＧＥアクセス数の推移

総アクセス

ジャーナル
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８．おわりに

　インターネット時代の図書館司書の役割

　　１．サイトの評価

　　２．リンク集の構築


