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第50回科学技術関係資料整備審議会

平成20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

平成21年2月19日

国立国会図書館主題情報部
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第50回科学技術関係資料整備審議会

科学技術情報整備予算

H20’ H21’

1,107,941 1,107,941

(+0)

995,008
(+34,245)

78,714

(-34,245）

CD-ROM資料 13,723 13,723

20,496

960,763

112,959

20,496

科学技術関係資料費

外国雑誌

オンラインデータベース

単価増

外国抄録
データベース

会議録、テクニカルリポート等

コンテンツ作成、その他

(単位:千円)
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デジタルアーカイブ構築予算

H20’ H21’

1,038,018

907,708

130,310

デジタルアーカイブ構築予算 884,645

(-153,373)

1  デジタルアーカイブシステム構築

システム構築・ポータル機能構築
データ移行
電子書庫運用

754,335

(-153,373)

2  電子図書館コンテンツ構築

大正期刊行図書電子化

130,310

(+0)

(単位:千円)

3



第50回科学技術関係資料整備審議会

当館所蔵の科学技術関係資料

資料種別 所蔵数 H20.4-12 書誌データ数

全データ

うち現在受入継続 約12,400種 全データ

厚生労働科学研究費補助金研究成果報告書 約13,100件 約1,500件* * 全データ

全データ

全データ

約2,151,700件*

全データ

全データ

約434,200件

約440,500件

全データ

全データ

全データ

8,623件

1,916件

3,158件

13,033件

933件

16,546件

3,027件

9件

国内逐次刊行物 約33,000種

外国逐次刊行物 約25,800種

うち現在受入継続 約5,600種

海外テクニカルレポート 約2,581,500件

欧文会議録 約76,200件

学協会ペーパー 約169,600件

博士論文（国内） 約502,400件

博士論文（海外） 約468,700件

文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書 約166,500件

規格 約119,400件

原子炉設置（変更）許可申請書 約1,600件

（2008.12月現在）

*データ遡及入力（平成20年8～12月）により40万件追加

**該当する業務統計が存在しないため、概数で表示 4



第50回科学技術関係資料整備審議会

電子ジャーナル 約37,400種

うち科学技術関係 約16,200種

主要全文電子情報 内 容

J-STAGE 主に科学技術関係 約760種

Science Direct 主に科学技術関係 約1,650種

OCLC ECO 主に科学技術関係 約860種

Bio One 生物科学 91種

ＩｏＰ 英国物理学会Journal    約70種

ProQuest 5000

international

全分野 約6,270種

中国学術雑誌全
文データベース

全分野1994年分～

約8,900種

主要抄録索引
ＤＢ

内 容

Web of Science 論文の書誌情報、引用文献情報

約8,700種

Journal Citation 
Reports

学術雑誌の評価情報 約8,300種

科学技術分野 約6,400種

Inside Web 学術雑誌論文・会議録の書誌情報

約20,000種（学術雑誌）
約100,000点 （会議録）

JDreamⅡ 科学技術、医学分野の文献情報

約36,000種 （学術雑誌）

医中誌Web 国内の医学・歯学・薬学分野

約5,000種

■ 館内で利用 全文ジャーナルＤＢ １１種、抄録索引ＤＢ ５５種

主要科学技術関係電子情報－利用契約による導入分－
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平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

NDL-
ILL

郵送・
FAX

NDL-
OPAC

1 「雑誌記事索引 科学技術編」の遡及事業（平成16年度から実施）

1959年以降分まで終了、1950年～1958年分のNDL-OPAC搭載を目指す。

2 雑誌記事索引最新号記事情報のRSS配信サービス開始（平成20年12月）

3 インターネット経由による資料複写申込サービス
H19年度遠隔複写件数約33万件 （ H15年度の約 21万件に対し、1.5倍以上の伸び）

■ 文献提供サービス

平成19年度までに遡及入力・搭載した件数 約86万件

平成20年度末に搭載予定件数* 約35万件

科学技術情報の提供 １

*平成21年3月にNDL-OPACへ一括搭載の予定

*NDL-ILLシステムは平成18年度末をもって

運用を停止している 6



第50回科学技術関係資料整備審議会

科学技術情報の提供 ２

■ 「レファレンス協同データベース」へのデータ公開 H17.12公開

累積データ数 約3万9,000件 うち 科学技術分野 約5,600件（平成20年12月末現在）

新規登録データ数（H20.4～12） 約8,600件 うち 科学技術分野 約700件

■ 科学技術情報コンテンツの作成・発信

当館ＨＰの「テーマ別調べ方案内」 （平成20年12月末現在）

１ 平成20年度の新規テーマ作成 273テーマを作成 現在合計989テーマ

２ アクセス数の増加 約15万件／月（平成19年度：約12万件／月）

■ 「調査の窓」 科学技術分野コンテンツ

平成20年12月末現在 549コンテンツ （約3,300コンテンツ中）

うちHP公開済みコンテンツ 262コンテンツ

平成20年度新規作成 71コンテンツ

うちHP公開済みコンテンツ 37コンテンツ
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第50回科学技術関係資料整備審議会

科学技術情報の提供 ３

□ ナレッジ提供サービスシステムの開発

目的：当館がレファレンス業務を通じて蓄積した知識情報、主題別各種情報源への

効果的なナビゲーション提供

「リサーチ・ナビ」の名称で平成21年度から運用開始

□ 「日本科学技術関係逐次刊行物総覧」の再構築

・会議録情報の付加

逐次刊行物、図書、パッケージ系電子出版物掲載会議録情報を順次収録

・インターネット情報へのナビゲーション

収録書誌情報からインターネット上の一次情報、二次情報へリンク

⇒平成21年度から「リサーチ・ナビ」で提供

新名称は｢科学技術論文誌・会議録データベース｣
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電子情報の蓄積・提供 １

■ ネットワーク系電子情報資源の現況

（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

平成20年12月末現在 約1,700件 そのうち科学技術分野 約700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)
平成20年12月末現在 約12,000件 そのうち科学技術分野 約3,500件

■ 近代デジタルライブラリー

・ 平成20年8月現在 約10万1,400タイトル、約14万8,200冊

うち科学技術分野 約2万2,800タイトル

・ 大正期刊行図書の一部（約4,200タイトル）及び明治期刊行図書（約400タイトル）

を追加公開（平成20年8月）
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電子情報の蓄積・提供 ２ ほか

□ デジタル・アーカイブ事業の現況

(1) インターネット情報収集の制度化

対象範囲を国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人等とする骨子案を策定

平成21年通常国会での法案審議を目標にする

(2) 図書館資料の保存のためのデジタル化

実施に向けて関係者との協議会で条件等を検討中

(3) NDLデジタル･アーカイブシステムの開発

平成21年度稼動開始時には、 WARP、近代デジタルライブラリー、Dnavi、デジタルアーカイブ ポータル
（PORTA）のシステム基盤を統合し、新たにデジタルデポジット（仮称）サービスを開始予定

リサーチ･ナビシステムの基盤を統合し、PORTAと連携予定

(4) ワールドデジタルライブラリー（WDL）への参加

平成20年12月に合意書締結、電子展示会コンテンツ（開館60周年記念貴重書展等）を平成21年4月よ
り公開予定

(5) デジタルアーカイブポータル（PORTA) 

データ提供機関9機関を追加、協力機関は20機関に（平成21年1月現在）

ハーベスト用APIの一般公開、検索結果のXML出力（平成20年12月）

□ 子ども達のための施策

科学あそび「光のふしぎ～みんなで楽しく万華鏡づくり」を開催（平成20年7月26日及び7月27日）

参加者 104名）
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