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─ 機関リポジトリの現況
及した。これにより各大学では dCollecを利用して構内のリポジトリを構築
tion

2004年

●はじめに

できるようになった。 dCollection
を導入
した大学は二〇〇三年には四大学であった

（出所）dCollection統合検索サービスホームページ（http://www.dcollection.net/search/main.do）より筆者作成。

韓国では韓国教育学術情報院（ＫＥＲＩ
Ｓ）が開発した学術情報デジタル流通シス

ほぼ普及が完了した（表１）
。
の配布により各大学ではソ
dCollection
フトウェアの開発費用や時間の省力化がで

が、二〇〇七年には一四四大学が参加し、

テム（ Digital Collection
＝ dCollection)
が機関リポジトリの代表的な運営システム
後、各大学に普及することによって、大学

きたが、次にあげるような多くの問題を抱

である。二〇〇三年に開発されたが、その
における機関リポジトリの構築が増加した。

任職員が担当している。第二に、著作権の

えている。第一に、どの大学でも人員不足

帰属が不明確なため、帰属の確認に手間が

一方、対外経済政策研究院（ＫＩＥＰ）や
プンアクセスの流れに敏感に反応している

かかる。
第三に、
教授や研究者はセルフアー

でリポジトリ構築の専門職員がおらず、兼

研究機関もあり、運営モデルの研究や運営

カイビングに対して消極的である。なぜな

韓国科学技術院（ＫＡＩＳＴ）などのオー

システムの独自開発などの動きを見せてい

既存の図書検索システム（ＯＰＡＣ）と

からである。第四に、書誌データの管理が

ら、登録手続きが煩雑であり見返りもない

る。

● dCollection―
韓国教育学術情
報院
韓国教育学術情報院は教育科学技術部管

で重複するため、本格的導入
dCollection
を 控 え る 大 学 が あ る。第 五 に、 dCollec-

2003年

計

轄の政府系機関で、教育・学術情報化活動

が学位論文提出用の手段として流用さ
tion
れる傾向にあり、登録件数は増えるがコン

を行っている。
二〇〇三年に情報通信部
（当
時）が所管する「知識情報資源管理事業」

リポジトリ担当者が大学内の出版状況を正

テンツの品質向上につながらない。第六に、
を開発し各大学に普
dCollection

の一環として、学術電子情報の生産と流通
のための

大学へのdCollectionシステム普及状況
表１

韓国
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ていない。

い。第七に、著者最終稿の管理が徹底され

リ担当者と教授や研究者との連携がよくな

確に把握できていない。つまり、リポジト

ＯＡＩプロトコルを通じてミシガン大学の

ＫＩＥＰ研究成果リポジトリに蓄積され、

式をとっている。登録されたコンテンツは、

究者たちの負担を軽減するため代行登録方

などのようなサービスプロバイ
OAIster
ダに提供される。また、これと同時にウェ
ブを通じて世界学術コミュニティにも提供
される。
の利用に当たっては次のような
DSpace
問題がある。第一に、漢字処理が不完全な

に登録されたコンテンツを
dCollection
閲覧したい場合は、 dCollection
統合検索
サービス（
（ http://www.dcollection.net/

き、原文を閲覧できる。原文を見る際には、

ためハングルでデータを入力しなければな

）を利用するとよい。各
search/main.do
大学が登録したコンテンツを一括で検索で
ＩＤとパスワードを要求されるが、イン

らない。 第二に、遡及データを一括で入

ばならない。第三に、機関リポジトリのコ

ターネット用のメタデータへ変換しなけれ

力する場合には、書誌目録データをイン

ターネットから会員登録が可能である。

●ＫＩＥＰ研究成果リポジトリ ―
対外経済政策研究院

出発した。また、研究成果をウェブに掲載

研究成果のウェブでの公開、普及を目的に

二〇〇七年の情報化改善計画の一つとして、

難渋している。リポジトリ構築に関しては、

要がある。

データが提供されることに留意しておく必

てのサービスプロバイダシステムに対して

ンテンツをＯＡＩプロトコルを通じて開示

するだけでなく、 DSpace
を用いて多様な
検索機能を導入した。リポジトリのコンテ

知識情報室の職員が分担して業務を引き受

国務総理室管轄の対外経済政策研究院が

ンツは、主に研究報告書、学術雑誌論文、

けている状況で、専門職員はいない。代行

する場合、ＯＡＩプロトコルを使用する全

新聞コラム、セミナー発表などから構成さ

登録以外にシステムの維持にも労力がつぎ

開発したＫＩＥＰ研究成果リポジトリは、

れる。データ構築数は、二〇〇八年一〇月

込まれ、東奔西走する日々が続く。

●ＫＯＡＳＡＳ 韓
―国科学技術院
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現在、人員不足と予算支援がないことに

末現在、学術雑誌論文 が三三〇〇件、報
告書が一四八〇件である。これらのコンテ
ンツは、対外経済政策研究院の全部署で作
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（出所）イジェミン・ソンチョンギ・イミヨン「国内機関リポジトリ構築と活性化方案―ＫＡＩＳＴのＫＯＡＳＡＳ事例を中心に」
（
『情報管理研究』第39巻第3号、
2008年）
（ハングル）。

置され、活発な広報と利用者教育が行われ
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