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本日のお品書き

• 第1回レポート課題の返却と講評

• 質問・要望へのお答え

• 前回の復習

• 学術分野のデジタルドキュメント（続き）

–学術論文の構造

–学術論文のプラットフォーム

• 実例を交えて

• まとめ

• 第2回レポート課題
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質問・要望へのお返事 (1)

• 第1回課題を提出できなかったのだが…。遅れ
提出は可能か?

3

遅れ提出を認めますので、可及的速やかに提出し
てください。7D208研究室前に提出用の封筒を用意
してあるので、そこに提出してください。

※なお、提出の無い場合は単位を放棄したものと
みなします。



質問・要望へのお返事 (2)

• レポートの返却や評価結果の告知はあります
か?

4

最終レポートを除き、返却と講評は毎回、行います。



質問・要望へのお返事 (3)

• 論文などの元は紙データのものをスキャンなど
し、キーワードを検索する技術などはあるので
すか?

5

OCR（Optical Character Recognition）と呼ばれる技

術により、スキャン画像から機械的に文字を認識
することができ、市販のソフトウェア等で簡単に実
現できる。OCRによる文字認識はGoogle Booksプロ

ジェクトをはじめ、多くの実用サービスでも活用され
ている。
そのほか、CiNii Articlesの全文検索機能や国立国
会図書館による報告等を参照のこと。



質問・要望へのお返事 (4)

• 電子ジャーナルの利用の浸透度についての話で、分
野によって利用度に偏りがあるのが印象的だった。

• 人文系の人にはなぜ電子ジャーナルが普及しないの
か気になりました。気質でしょうか。

6

一般論として、電子ジャーナルが普及するには、a) 
論文の流通が迅速であること、b) 論文が大量に出
版されることの2つが要件となってきますが、人文
社会系の分野ではモノグラフ（Monograph）と呼ば

れる書籍形態での論文集出版が主体なこともあっ
て、学術雑誌の電子化がさほど進んでいない影響
と呼ばれています。



質問・要望へのお返事 (5)

• 国内における学術的なデジタルドキュメントの普及が
英語圏よりも遅れているのはなぜですか?

• 国内の学術雑誌の電子化が遅れている原因はなん
でしょうか。

7

スケールの問題、経済性の理由が大きいようです。
英語圏の学術雑誌の場合は、電子化により恩恵を
受ける層が広く、電子化するコストを回収できます
が、国内だけではそのコスト回収が難しくなる課題
があるようです。あわせて、使いやすい電子ジャー
ナルプラットフォームが存在しないのもネックになっ
ているようです。



質問・要望へのお返事 (6)

• オンラインであることはデジタルドキュメントの絶対条
件なのでしょうか。かつてはCD等に焼いていたと聞き

ますが、それらはデジタルドキュメントと呼べるので
しょうか。

8

オンラインで提供されることは、電子ジャーナル/デ
ジタルドキュメントの条件ではありません。CD等の

パッケージ型で提供される学術文献もデジタルド
キュメントの特徴を持っています。



質問・要望へのお返事 (7)

• スライド27ページの左下の赤枠は別といってい

たのですが、具体的には何が書かれているの
ですか。

9

脚注形式（footnote）にて

著者情報（所属，連絡先
等）が掲載されています。

http://dx.doi.org/10.1126/science.1207758
http://dx.doi.org/10.1126/science.1207758


質問・要望へのお返事 (8)

• 「電子ジャーナルの規模・変遷」のスライド中、2004－
2005年間のみ減少している。他の年に関しては常に

増加しているにもかかわらず、この年のみ減少したの
はなぜだろう? あるいは、2003－2004年の間の増加
具合が明らかに他の年と異なっていることの要因は?

10

Ulrich社による集計誤りの可能性が高いと思われ

ます。この調査データを用いた集計を行った加藤も、
「年によって出版タイトル数の精度にばらつきが見
られる」と述べている。
Ref: 加藤信哉.電子ジャーナルの出版・契約・利用統計.     
カレントアウェアネス, 2003, No.278. 
http://current.ndl.go.jp/ca1512

http://current.ndl.go.jp/ca1512


質問・要望へのお返事 (9)

• 電子ジャーナルの内、デジタルドキュメントならではの
付録資料を用いたものは、全体の何割ぐらいを占め
るのでしょうか。

11

広範な調査結果は見当たりませんので不明です。
雑誌毎の編集方針または分野により、大きく違うよ
うです。また、付録資料も査読に付す方針がある場
合、大きな手間・労力がかかるため、不必要に付録
を増やさない方針を立てているジャーナルもありま
す。また、研究の生データを共有するサービスも増
え始めているため、付録ではなく、別プラットフォー
ムに展開する場合も出始めているようです。
Ref: Figshare. http://figshare.com

http://figshare.com/


質問・要望へのお返事 (10)

• 参照文献を記載する際、多くの人が知っている
ような事象であっても参照文献を書くべきなの
でしょうか。参照文献を書くべき時の線引き等
があれば教えて頂ければと思います。

12

主張と読者によります。学術論文における参照文献
の役割は「巨人の肩」に乗っていることを示すもので
あり、あなたの書いた内容が他者により担保されて
いることを示すためのものです。その主張に関連深
い文献であり、その主張を裏付けるものであれば記
載しなければなりません。



質問・要望へのお返事 (10)

• 電子ジャーナルについてお話頂きましたが、将
来、電子ジャーナルの影響によって『新聞』とい
う文化がなくなる可能性はあると思いますか。

13

「新聞」文化と「電子ジャーナル」は、社会的にも、技
術的にも全く異なるものです。

広い意味でのジャーナリズムそのものが消えること
はないでしょう。紙の新聞をみんなが読むという文
化は消えることは多々あると思いますが。



第1回レポート課題（再掲）

• デジタルドキュメントとはどのようなものか、具
体例を挙げて説明してください。

• その際、文献（書籍または論文等）を一つ以上
参考文献としてあげること。

14

23 21

52

14

3

0

20

40

60

A A- B B- C

評定結果の分布



第1回レポート課題・講評 (1)

• 最低限の要件を満たすように

– レポートの最上部への記載情報

• 課題番号・課題名、提出日（年月日）、学籍番号、所属、氏名

– 参考文献の記述

• 誰が読んでも紛れなく、その文献を同定し、入手するためのも
の

• （読む価値があるかどうか一定の判断ができること）

– タイトルしか記載のないモノ

– 掲載雑誌名，巻号・ページ，出版年，出版社等の記載のないモノ

– ウェブ上の情報源でURLの記載のないモノ

• ※参照: SIST-02 : http://sti.jst.go.jp/sist/

• A4・1ページ分量の大半を満たさないモノは減点
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第1回レポート課題・講評 (2)

• デジタルドキュメントの具体例を挙げること

– 「村上春樹の『○×△』[1]という作品では，― ―」

– 「具体例として電子書籍では，― ― 」との記述

• 個別の具体のタイトルを列挙できるようでないと、何を指
しているか不明。

• システム，サービスとドキュメントの関係性

– CiNii, Amazon Kindle, Google Scholar, Gmailなどの
サービスシステムはデジタルドキュメントか?

– Wikipediaは?  Twitterは? 
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第1回レポート課題・講評 (3)
• デジタルドキュメントとは？

– 電子書籍
– 電子出版

– デジタル文書管理；情報処理学会：デジタルドキュメン
ト研究会[sigdd]

– ドキュメンテーション運動以来の議論、概念
（[Buckland97,Buckland99][Lund09]）

• 具体例（タイトルレベル）を挙げる
– 「具体例として、『○○○』[1]という作品をあげる。この作
品は△△という形態で提供されており、デジタル形式、
かつ、オンラインで提供されている。デジタル形式の特
長を活かして、□□の要素があることが特筆される。こ
の作品の対象は…であり、閲覧環境は…」

17



第1回レポート課題・講評（参照文献）

• [sigdd] 情報処理学会デジタルドキュメント研究会 (SigDD). 
http://sigdd.sakura.ne.jp/

• [Buckland97] Michael Buckland: “What is a document?”.  Journal of 
the American Society for Information Science, 1997, Vol.48, No.9, 
p.804-809
– http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199709)48:9<804::AID-

ASI5>3.0.CO;2-V

• [Buckland99] Michael Buckland: “The landscape of information 
science: The American Society for Information Science at 62”. Journal 
of the American Society for Information Science, 1999, Vol.51, No.11, 
p.970-974
– http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(1999)50:11<970::AID-

ASI3>3.0.CO;2-D

• [Lund09] Niels Windfeld Lund: Document theory. Annual Review of 
Information Science and Technology. 2009, Vol.43, No.1, p.1–55
– http://dx.doi.org/10.1002/aris.2009.1440430116
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http://sigdd.sakura.ne.jp/
http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199709)48:9<804::AID-ASI5>3.0.CO;2-V
http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(1999)50:11<970::AID-ASI3>3.0.CO;2-D
http://dx.doi.org/10.1002/aris.2009.1440430116


（余談）学問分野・領域の名前
• Library science

– 図書館学

• Information science; documentation
– 図書館情報学；ドキュメンテーション

• Computer science
– 計算機科学; 情報学; 情報工学

• 国内の学協会・団体
– 情報処理学会 （学術団体）
– 電気情報通信学会 （学術団体）
– 日本図書館情報学会 （学術団体）
– 情報科学技術協会 （業界団体）
– 科学技術振興機構 （行政機構；独立行政法人）
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学術分野のデジタルドキュメント
(2)

20



（前回の復習 = ふりかえり）

• 学術分野のデジタルドキュメント

• 文献をベースにしたライフサイクル

–着想→実験・調査→分析・考察→執筆→発表

• オンラインジャーナル普及の歴史

–月に1回以上使う研究者が9割以上

– 66.5% (2001) → 92.2% (2011)

• 実例

• 論文の構造、構成要素

–書誌情報、章節、図表、参照文献
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学術分野における文献提供
環境と利用 (1)

• 「オンラインジャーナル」「Eジャーナル」

• ウェブを通じた提供（ブラウザによる閲覧）

– ランディングページ（HTML）

– = 書誌詳細のページ; メタページ; アイテムページ

–本文（論文自体） = Fulltext （全文）

• PDF

• HTML

• etc.
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学術分野における文献提供
環境と利用 (2)

• オンラインジャーナルを出版する出版社単位で
プラットフォーム（ウェブサイト）を構築

–複数の学会や出版社による共用も

• J-Stage : 科学技術振興機構（JST）

• 物理系学術誌刊行センター：日本物理学会, 応用物理学
会

• Scitation : AIP（American Institute of Physics）

–投稿、査読、出版システムと連携している場合も

• 出版までのワークフロー

23



学術分野における文献提供の環境と利用 (2)
• 例1：『Science』 The American Association for the Advancement of Science (AAAS)

– ScienceMag.org

• 例2: 『Nature』 Nature Publishing Group
– Nature.com

• 例3: 『Journal of American Society for Information Science and Technology』 American 
Society for Information Science and Technology (ASIS&T)
– Wiley.com

• 例4: 『Information Processing and Management』 Elsevier
– Sciencedirect.com

• 例5: 『Information Retrieval』 Springer
– Springer.com

• 例6: 『Computing Survey』 ACM
– ACM.org

• 例7: 『情報管理』科学技術振興機構 (JST)
– Jstage.jst.go.jp

• 例8: 『社会教育』全日本社会教育連合会
– つくばリポジトリ – Tulips-R

• 例9: 『図書館情報メディア研究』筑波大学図書館情報メディア研究科
– つくばリポジトリ – Tulips-R

• 例10: 『情報の科学と技術』情報科学技術協会
– CiNii Articles
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学術分野における文献提供の環境と利用 (2)
• 例1：『Science』 American Association 

for the Advancement of Science 
(AAAS)

– ScienceMag.org

• 例2: 『Nature』 Nature Publishing 
Group

– Nature.com

• 例3: 『Journal of American Society for 
Information Science and Technology』
American Society for Information 
Science and Technology (ASIS&T)

– Wiley.com

• 例4: 『Information Processing and 
Management』 Elsevier

– Sciencedirect.com

• 例5: 『Information Retrieval』 Springer

– Springer.com

• 例6: 『Computing Survey』 ACM

– ACM.org

• 例7: 『情報管理』科学技術振興機構
(JST)

– Jstage.jst.go.jp

• 例8: 『社会教育』全日本社会教育連
合会

– つくばリポジトリ – Tulips-R

• 例9: 『図書館情報メディア研究』筑波
大学図書館情報メディア研究科

– つくばリポジトリ – Tulips-R

• 例10: 『情報の科学と技術』情報科学
技術協会

– CiNii Articles
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オンラインジャーナルプラットフォーム
の差異

• どのようなフォーマットで提供されているか？

• プラットフォームは誰が運営しているか？

–論文の出版/刊行の主体と異なるか？

• どのようなフローで作られているか？

–電子化は誰が担当しているか？

• どのような機能があるか？
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例1

27

Tomoki Nakamura, Takaaki Noguchi, Masahiko Tanaka, et al.: 
“Itokawa Dust Particles: A Direct Link Between S-Type 
Asteroids and Ordinary Chondrites”. Science, Vol.333, 
No.6046, 2011, p.1113-1116.

http://dx.doi.org/10.1126/science
.1207758

http://dx.doi.org/10.1126/science.1207758


例2

28

Reka Albert, Hawoong Jeong, Albert-Laszlo Barabasi: 
“Internet: Diameter of the World-Wide Web”. Nature, 
Vol.401, p.1113-1116.

http://dx.doi.org/10.1038/43601

http://dx.doi.org/10.1038/43601


例3

29

http://dx.doi.org/10.1002/asi.21491

Natsuo Onodera, Mariko Iwasawa, Nobuyuki Midorikawa, et 
al.: “A method for eliminating articles by homonymous 
authors from the large number of articles retrieved by author 
search”. Journal of the American Society for Information 
Science and Technology, 2011, Vol.62, No.4, p.677-690

http://dx.doi.org/10.1002/asi.21491


例4

30

http://dx.doi.org/10.1016/S0167-8191(99)00078-2

Kisaburo Nakazawa, Hiroshi Nakamura, Taisuke Boku, Ikuo
Nakata, Yoshiyuki Yamashita: “CP-PACS: A massively parallel 
processor at the University of Tsukuba”. Parallel Computing, 
1999, Vol.25, No.13, p.1635-1666

http://dx.doi.org/10.1016/S0167-8191(99)00078-2


例5

31

Omar Alonso: “Implementing crowdsourcing-based relevance 
experimentation: an industrial perspective”. Information 
Retrieval, 2013, Vol.16, No.2p.101-120

http://dx.doi.org/10.1007/s10791-012-9204-1

http://dx.doi.org/10.1007/s10791-012-9204-1


例6

32

http://dx.doi.org/10.1145/1414694.1414728

Hitoshi Terai, Hitomi Saito, Yuka Egusa, Masao Takaku, Makiko 
Miwa, Noriko Kando: “Differences between informational and 
transactional tasks in information seeking on the web”. 
Proceedings of the second international symposium on 
Information interaction in context, 2008, p.152-159

http://dx.doi.org/10.1145/1414694.1414728


例7

33

高久雅生, 谷藤幹子: “材料系研究所における機関リポジト
リNIMS eSciDocの開発から応用まで: 研究者総覧SAMURAI
と研究ライブラリコレクション”. 情報管理, 2012, Vol.55, No.1, 
p.29-41

http://dx.doi.org/10.1241/johokanri.55.29

http://dx.doi.org/10.1241/johokanri.55.29


例8

34

薬袋秀樹: “図書館協議会の可能性―草の根からの図書館
振興”. 社会教育. 2012, No.792, p.20-25

http://hdl.handle.net/2241/117267

http://hdl.handle.net/2241/117267


例9

35

柳玹婌, 薬袋秀樹: “韓国の図書館法と社会的背景”. 図書館
情報メディア研究, 2013, Vol.10, No.2, p.1-17.

http://hdl.handle.net/2241/118746

http://hdl.handle.net/2241/118746


例10

36

大向一輝: “CiNii Articlesのシステムデザインとデータモデ
ル”. 情報の科学と技術, 2012, Vol.62, No.11, p.473-477.

http://hdl.handle.net/2241/118746
http://ci.nii.ac.jp/naid/110009544496

http://hdl.handle.net/2241/118746
http://ci.nii.ac.jp/naid/110009544496


雑誌名 出版社 プラット
フォーム

提供フォー
マット

電子化
の主体

機
能

例1 Science AAAS AAAS PDF, HTML, +α 出版社 ◎

例2 Nature Nature Nature PDF, HTML, +α 出版社 ◎

例3 JASIS&T ASIS&T Wiley PDF, HTML, +α Wiley ◎

例4 IPM Elsevier Elsevier PDF, HTML, +α 出版社 ◎

例5 IR Springer Springer PDF, HTML, +α 出版社 ◎

例6 IIiX ACM ACM PDF, HTML, +α 出版社 ◎

例7 情報管理 JST J-STAGE PDF, HTML, +α JST ◎

例8 社会教育 全日本社
会教育連
合会

つくばリ
ポジトリ

PDF（スキャン） つくばリ
ポジトリ

△

例9 図書館情報
メディア研究
科

筑波大
学

つくばリ
ポジトリ

PDF（スキャン） つくばリ
ポジトリ

△

例10 情報の科
学と技術

情報科学
技術協会

CiNii PDF（スキャン） CiNii △
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学術分野におけるデジタルドキュメント
― 雑誌論文以外に流通する文献―

• Eブック
– 専門書

– 事典

– レファレンスブック

– データシート

• 会議論文集（プロシーディングス; Proceedings）
– 会議論文

• 口頭発表資料
– スライド

– ポスター

• 技術報告（テクニカルレポート; Technical report）
38



Eブックの例

39

http://dx.doi.org/10.1007/
978-3-540-92913-0

John Domingue, Dieter Fensel, James A. 
Hendler, Eds. “Handbook of Semantic Web 
Technologies”. Springer, 2011, 1056p. 
(eISBN:978-3-540-92913-0)

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-92913-0


Eブックの例（事典）

40

http://www.tandfonline.co
m/doi/book/10.1081/E-
ELIS3

“Encyclopedia of Library and 
Information Sciences”, Third 
Edition. Taylor & Francis, 2012. 
(eISBN:978-0-8493-9711-0)

http://www.tandfonline.com/doi/book/10.1081/E-ELIS3


41

http://www.computer.org/csdl
/proceedings/icde/2012/4747/
00/index.html

会議論文集の例
“Proceedings of the 28th

International Conference on Data 
Engineering”, 2012, Arlington, 
Virginia USA, IEEE. (ISBN: 978-0-
7695-4747-3)

http://www.computer.org/csdl
/proceedings/icde/2012/4747/
00/4747a001-abs.html

http://www.computer.org/csdl/proceedings/icde/2012/4747/00/index.html
http://www.computer.org/csdl/proceedings/icde/2012/4747/00/4747a001-abs.html
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テクニカルレポートの例

http://www.nii.ac.jp/TechReports/ http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/

http://www.nii.ac.jp/TechReports/
http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/


さて、ここで改めて…

学術分野のドキュメントの
場合、デジタルドキュメン
トならでは特徴とは、一体
なんだろうか？
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オンラインジャーナルの動向

• オンラインのみの雑誌（E-only）
–例1: Dlib Magazine（ http://www.dlib.org/ ）

• 1995年創刊

–例2: PLoS One（http://www.plosone.org/）
• 2006年創刊

–例3: PeerJ （ https://peerj.com/ ）
• 2013年創刊

• 紙メディアからの離脱
–△ Issue

–△ Volume

–？ページ

–○ Article number 44

http://www.dlib.org/
http://www.plosone.org/
https://peerj.com/


論文の識別・同定

• 紙の時代：

–巻号，ページ数

– （SIST-02）

• デジタル・オンライン時代

–巻号，ページ数，論文番号 （Article number）

– URL

– DOI（Digital Object Identifier）
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論文へのリンク / ID

• DOI (Digital Object Identifier)

–論文への一意なリンクを生成すると同時に、リンク
情報を一元管理して、リンク切れを防ぐために付与
される識別子（ID）

• DOIリゾルバ：識別子→URL対応を解決

http://dx.doi.org

• 主にCrossRefによる運用

• 各出版社が、論文毎に識別子を付与し、書誌
情報とあわせてリンク情報を登録する仕組み
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http://dx.doi.org/


一つの論文原稿の複数バージョン
-版と種類 -

• 作成過程、執筆過程による差異

–投稿原稿

–著者最終稿 : 改訂原稿

– （プレプリント）

– （早期公開版）

–出版社刊行版

– （再利用版 : 機関リポジトリなど）

• 電子化による差異

–紙→スキャン

–ボーンデジタル
47



（最近の話題）ジャパンリンクセンター

• 日本国内で運用するDOI付与機関

• 2012年に運用を開始

• 日本で生産される学位論文や研究紀要などへの
DOI付与を目的に

• 安価なDOIリンクの実現

• 運営機関
– 科学技術振興機構（JST）

– 物質・材料研究機構（NIMS）

– 国立国会図書館（NDL）

– 国立情報学研究所（NII）

• 公式サイト： http://japanlinkcenter.org
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http://japanlinkcenter.org/


（最近の話題）著者ID

• VIAF（Virtual International Authority File）
– http://viaf.org/

– 各国のナショナルレベル図書館目録における著者名典
拠：主として書籍・報告書が対象

• ORCID（Open Researcher and Contributor ID）
– http://orcid.org/

– 主要な欧米出版社・学協会が主体のオープンな論文
著者IDサービス

• 日本の場合
– Web NDL Authorities : http://id.ndl.go.jp/auth/ndla

– 科研費番号 : 研究者リゾルバー： http://rns.nii.ac.jp/
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http://viaf.org/
http://orcid.org/
http://id.ndl.go.jp/auth/ndla
http://rns.nii.ac.jp/


オンラインジャーナルの動向
― オープンサイエンス（Open Science）―

• 背景

–オープンアクセス

–オープンデータ

• インフォーマルコミュニケーションの補完

• ウェブ上でのコメント、査読機能

• （査読とはどうあるべきか？）

• （科学的であるとはどういうものか？）
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オンラインジャーナルのアクセス管理

• 購読者に閲覧を許す仕組み

– IPアドレス単位による組織単位の認証

–ユーザ・パスワード方式による個人（組織）認証

• アクセス提供、閲覧利用をライセンスする
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オンラインジャーナルのアクセス管理
-著作権管理 -

• オープンになるか？

• 著作権の移譲処理

–著作財産権が出版社に移管されることが通常（ライ
センスアグリーメント）

–販売する権利

– → 電子化する権利

– → 配信する権利

• 著者の権利

–機関リポジトリ
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オンラインジャーナルの保存/保管

• 大半のオンラインジャーナルは学術機関の図
書館購読の契約に依存している

• アーカイブ権（いったん購読すれば、その契約
期間分のアクセス閲覧は保証される）

• ただし、出版社の手違い、プラットフォームの閉
鎖や倒産等により、データが失われることを避
けるための仕組み
– CROCKSS

–分散ミラーリング（サイトまるごとをコピーしたものを
共有しておく）

–平時にはコピーするだけ
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学術分野のデジタルドキュメントの
閲覧配信フォーマット

• PDF

• PostScript (PS)

• LaTeX

• HTML

• （XML）

• （ビデオ）

54



まとめ

• 出版社サイト等における学術文献の事例を基に、
オンラインジャーナルプラットフォームがもつ機
能、提供形態、フォーマットについて考えてみた
– 要素と構造

– メタデータ

– 出版ワークフローと異フォーマット

– 識別，同定，ID

– 長期保存

• 次回は、今回の続きに加え、電子書籍の諸側面を
取り上げながら、デジタルドキュメントについてさら
に考えてみたいと思います。
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第2回レポート課題

• デジタルドキュメントとして提供されている論文
を事例として一つ取り上げ、その論文の提供形
態、形式、出版プラットフォーム等を具体例に
即して説明してください。

–取り上げた論文の書誌事項を必ず記載すること。
オンラインジャーナルであれば参照先URLは必ず
付すこと。

–なお、対象論文は、講義資料中で紹介した論文以
外とする。
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第2回レポート課題（提出方法）

• A4用紙1枚にまとめること（書式自由）

– 2ページにわたる場合は裏面に記載のこと。

• 課題番号（第2回レポート課題）、提出年月日、

学籍番号、所属、氏名を提出用紙の一番上に
必ず記入すること

• 〆切：2013年5月13日（火） 12:00

–提出：春日エリア学群学務前のレポート提出BOX
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