
平成21年度における科学技術情報整備に係る
現況及び関連事業の進捗状況について

国立国会図書館

平成22年2月4日

第51回科学技術関係資料整備審議会 報告資料１
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１．科学技術情報の整備

 予算の状況

① 科学技術情報整備予算
（単位：千円）

①平成22年度 の増は外国雑誌の単価増分

②NASA・ADリポートは、近年ウェブサイト上での全文公開が進み、一般利用者が自由に入手することが可能となって

きているため、平成22年度より収集を停止する。
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H20' H21' H21‘
1次補正

H22‘
（政府案）

科学技術関係資料費 1,107,941 1,107,941 1,102,935
(0) (△ 5,006)

①外国雑誌
オンラインデータベース

960,763 995,008 17,000 997,057
(34,245) (2,049)

②会議録
テクニカルリポート等

112,959 78,714 76,664
(△ 34,245) (△ 2,050)

③CD-ROM資料 13,723 13,723 13,723
(0) (0)

④コンテンツ作成、その他 20,496 130,310 15,491
(109,814) (△ 114,819)
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１．科学技術情報の整備

 予算の状況

② デジタルアーカイブ構築予算
（単位：千円）

①ポータル機能の構築及びデータ移行は平成21年度まで。平成22年度は運用のみ。

②平成21年度までは大正期刊行図書を対象。平成21年度1次補正の内容については、報告資料2-2参照。

平成22年度予算では学位論文のデジタル化を対象。

2

H20' H21' H21‘
1次補正

H22‘
（政府案）

①デジタルアーカイブシステム
構築・運用
・ポータル機能構築
・電子書庫運用
・データ移行

907,708 754,335 947,948 738,242

(△ 153,373) (△ 16,093)

②電子図書館コンテンツ構築
・資料電子化

130,310 130,310 12,733,397 130,310

(0) (0)
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２．科学技術関係資料の収集

 印刷資料・マイクロ資料・電子資料(パッケージ系）

① 雑誌の所蔵タイトル

② 科学技術関係資料の所蔵と整理

＊厚生労働科研費・事業報告書（約14,800件）及び循環型社会形成推進科研費・事業報告書（約600件）を含む。

（平成21年11月末現在）
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当館所蔵全体（件） 科学技術分野（件） (％）

和雑誌 約133,000 約35,300 27%
うち継続受入中 約43,800 約12,200 28%

洋雑誌 約56,500 約29,800 53%
うち継続受入中 約14,500 約6,200 43%

当館所蔵数（件） H21年4月～11月整理数

欧文会議録 約70,500 1,432
海外テクニカルリポート 約2,607,000 20,017
学協会ペーパー 約172,600 2,196
海外博士論文 約469,600 369
国内博士論文 約483,600 62,697
文科省科研費報告書等＊ 約182,400 約2,500
規格 約123,100 2,122
原子炉設置（変更）許可申請書 約1,600 22
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２．科学技術関係資料の収集

 電子情報（ネットワーク系）

① 全文電子ジャーナル 12件 約37,800種 （うち科学技術分野 約16,000種）

＊フリーアクセスジャーナルのみ館内でプリントアウト可

② 抄録・索引DB 14件

Web of Knowledge CSA Illumina Compendex JDreanⅡ 医中誌Web など

4

主要DB 内 容 言語

Science Direct 主に科学技術関係 約1,600種
（抄録も含めると約2,500種）

欧文

OCLC ECO 主に科学技術関係 約960種 欧文

Bio One 生物科学 約160種 欧文

IoP 英国物理学会 約70種 欧文

ProQuest 5000 International 全分野 約6,000種
（抄録も含めると10,000種以上）

欧文

EBSCOhost
( Academic Search Premier)

全分野 約4,600種
（抄録も含めると8,500種）

欧文

中国学術雑誌全文データベース（CAJ） 全分野 約7,600種
（今年度1994年以前も購入）

中国語

韓国学術論文データベース（KISS） 全分野 約1,400種 ハングル

J-STAGE＊ 主に科学技術関係 約530種 日本語
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２．科学技術関係資料の収集

 資料収集方針書の公開（平成21年8月）

 国立国会図書館の任務について国民の理解を広め、納入率の
向上を目指す

 電子情報の収集方針を整備

 外国資料の収集レベルと重要度を設けて収集優先順位を明確
化

<収集レベル>

5

文言 概念

1 基礎レベル 当該主題分野を紹介する基本的な参考図書

2 一般調査レベル
一般的な調査を行う際に必要とされる出版物。専門的な主題を有する参考図書。一般的な研究書。当該
主題分野で代表的な雑誌・新聞や、最新の情報が掲載されている資料を含む。

3 学術調査レベル
専門の研究者が論文作成等のために必要な出版物のうち、当該主題分野で重要かつ主要なものを対象
とする。最新資料だけでなく、歴史的に見て価値のある資料も含む。

4 研究レベル
専門の研究者が高いレベルの研究を行うために必要とする出版物。当該主題分野で重要とされる資料の
ほとんどを対象とする。会議録、博士論文を含む。
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３．科学技術情報の提供

 文献提供サービス

① NDL-OPACインターネットシナリオでリンクリゾルバサービス開始（平成21年9月)
・契約電子ジャーナルやWeb上の無料公開DBがNDL-OPACからのリンク対象に

・館内では、契約電子ジャーナルも含め本文閲覧が可能

・館外では、インターネット上の無料公開データベースのみ本文閲覧が可能

② 「雑誌記事索引 科学技術編」の遡及入力事業完了（平成21年3月）
・1950年～1974年の冊子収録データ約121万件をNDL-OPACで公開

③ 遠隔複写サービス
・平成20年度約34万件 （平成15年度の約21万件に対し、1.6倍の伸び）

・NDL-OPAC経由申込みが9割。専門図書館と個人の利用が大きく増加

【申込手段の推移】 【館種別の推移】
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３．科学技術情報の提供

 利用動向調査（平成21年5月~10月）

① 複写全体における資料種別割合

＊電子資料（パッケージ系）、
マイクロ資料を含む

② 雑誌の複写申込みタイトル数：和洋別

＊大衆娯楽誌・児童誌等、
通信、年刊類を除く

③ 遠隔複写における科学技術系雑誌への申込み数：和洋別（1か月平均：件）
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図書・非図書 雑誌 新聞 その他

来館複写 42% 56% 1% 2%
遠隔複写 8% 91% 0% 1%

和雑誌 洋雑誌
遠隔複写 来館複写 遠隔複写 来館複写

申込みタイトル（件） 14,445 18,843 4,101 2,494
うち、科学技術分野（件） 5,427 6,370 3,746 2,177

（％） 38% 34% 91% 87%
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３．科学技術情報の提供

 調査・レファレンスサービス
① 国会向けHP「調査の窓」による科学技術分野コンテンツの発信

 新規作成数 66件 （全分野計 374件）

 累積数 約1,000件 （全分野計 約7,000件）

② 「リサーチ・ナビ」による科学技術情報コンテンツの発信

平成21年5月「リサーチ・ナビ」による主題情報ナビゲーションサービス開始

 調べ方案内 （テーマ数）

 新規作成数 97件 （全分野計 210件）

 累積数 899件 （全分野計 1,444件）

[アクセス数 約32万件/月 （全分野計 52万件/月）]

 科学技術論文誌・会議録データベース（会議録データ数）

 新規作成数 6,577件 ■ 累積数 約2万件

③ 「レファレンス協同データベース」による科学技術分野レファレンス事例の公開
 新規登録事例数 742件 （全分野計 3,354件）

 累積事例数 約6,000件 （全分野計 約4万7,000件）

（平成21年12月末現在）

8
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４．電子情報の蓄積・提供ほか

 ネットワーク系電子情報資源の現況

平成22年1月 WARP、Dnaviのリニューアル公開

① WARP（インターネット資源選択的蓄積事業）における電子雑誌の収集

 科学技術分野 約800件 （全分野計 約2,000件）

② Dnavi（国立国会図書館データベース・ナビゲーション・サービス）のコンテンツ

 科学技術分野 約4,100件 （全分野計 約14,000件）

 当館所蔵デジタル化済み資料の公開状況

近代デジタルライブラリー
 科学技術分野 約24,800タイトル （全分野計 約108,000タイトル約156,000冊）

[平成21年度追加公開数]
 大正期刊行図書の一部（約5,800タイトル）、明治期刊行図書（約1,000タイトル）

（平成21年12月末現在）

9
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４．電子情報の蓄積・提供ほか

 デジタルアーカイブ事業の現況

① デジタルデポジットシステムの公開（平成22年4月予定）

インターネット資料収集保存事業用のシステムで、インターネット資料送受信、資料の全文検索・資
料付与メタデータによる検索が主な機能

② デジタルアーカイブポータル（PORTA）
 データ提供機関8機関を追加、協力機関は31機関に（平成21年12月現在）

 NIIとの連携により、CiNii約390万件、学術機関リポジトリポータルJAIRO約70万件が検索

対象に（平成21年7月）

 JSTとの連携により、J-STAGEの国内学協会論文等データ約3万件（約50誌）が検索対象に

（平成21年10月）*Journal@rchiveも平成21年度中に実現予定

③ 学位論文の電子化（平成22年度以降実施の予定）

学位論文電子化ワーキンググループ（「国立国会図書館と大学図書館との連絡会」の下に設置）に

おいて、以下の方向性を確認

 NDLは、学位授与日が2001年3月31日以前の学位論文の電子化及び保存を行う

 電子化した学位論文は、原則として大学及びNDLが各1部所蔵

 電子化した学位論文に係る著作権処理は、共通許諾書に基づき行う

10
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４．電子情報の蓄積・提供ほか

 デジタルアーカイブ事業の現況

④ デジタル情報資源ラウンドテーブルの設置・開催
 デジタル情報資源ラウンドテーブルを設置するとともに、欧州デジタル図書館”Europeana”プ

ログラムディレクター及びデンマーク王立図書館長を招へいしての記念講演会を開催（平成22
年3月予定）

 ワーキンググループとして、公共図書館におけるデジタルアーカイブ推進会議を設置し、第1回
会議をフォーラム形式で開催（平成22年2月予定）

 子ども達のための施策
 科学あそび｢じしゃくのふしぎ｣を開催

（平成21年7月25日及び7月26日 参加者104名）

 展示会｢出発進行！『のりもの』本めぐりへ｣を開催中

（平成21年7月18日～平成22年2月7日
平成21年12月末現在の入場者 38,138名）

11
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５．関係機関との連携協力の拡充

 JSTとの外国雑誌収集に係る連携
 平成21年度、JSTより62誌の寄贈

 平成21年度中に、JSTが当館所蔵誌を利用した書誌作成作業開始予定

 外部機関向け研修の実施
① 科学技術情報研修 （平成21年11月5日及び11月6日 参加者21名）

 専門資料各論＜規格資料・会議資料・テクニカルリポート＞

 科学技術・医療分野の主題情報の調べ方－テーマから調べる－

＊遠隔研修として、｢科学技術情報－概論－｣（平成21年5月18日～8月21日 受講者199名）、｢科学技術情報－科研費報告

書・博士論文・規格－｣（平成21年10月19日～１月22日 受講者282名）も実施

② レファレンス業務研修｢図書館によるビジネス支援に関するレファレンス・ツー
ル紹介（科学技術分野）｣への講師派遣

 宮崎県公共図書館連絡協議会研修会 （平成21年11月30日・12月1日 参加者22名）

 千葉市図書館情報ネットワーク協議会研修会・千葉県公共図書館協会研修
（平成22年1月28日 参加者42名）

12


	平成21年度における科学技術情報整備に係る現況及び関連事業の進捗状況について
	１．科学技術情報の整備
	１．科学技術情報の整備
	２．科学技術関係資料の収集
	２．科学技術関係資料の収集
	２．科学技術関係資料の収集
	３．科学技術情報の提供
	３．科学技術情報の提供
	３．科学技術情報の提供
	４．電子情報の蓄積・提供ほか
	４．電子情報の蓄積・提供ほか
	４．電子情報の蓄積・提供ほか
	５．関係機関との連携協力の拡充

