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１．情報発信の目的

• 関西館開館以来、遠隔サービスの一環として

→立地を意識しない情報提供としての、ホームページによる
情報発信

• 各種図書館との協力事業の推進の一環として

→関係機関との連携協力等により把握したニーズに基づき、
効果的な情報発信を行う。
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１．情報発信の目的
• アジア情報室の情報発信のあゆみ（書誌情報は除く）

2002年10月 アジア情報室ホームページ開設

2004年1月 多言語版ホームページにリニューアル

リンク集を拡充

2005年3月 アジア情報関係機関ダイレクトリー公開

2009年5月 「リサーチ・ナビ」内に「アジア諸国の情報をさがす」

としてコンテンツを再編

2014年6月 アジア情報関係機関懇談会の配布資料一部公開開始

2015年11月 「アジア地域で刊行された日本関係図書リスト」提供開始

2019年12月 ガイダンス・情報交換会の資料の公開開始

2021年1月 「利用案内」「所蔵資料の概要」のスリム化
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2．取組の現状

• リサーチ・ナビ「アジア諸国の情報をさがす」

1. アジア情報の調べ方案内

2. AsiaLinks-アジア関係リンク集-
3. アジア情報関係機関ダイレクトリー
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2．取組の現状
1. 「アジア情報の調べ方案内」

調べものに有用であると判断した図書館資料、ウェブサイト、各種データ
ベース、関係機関情報を紹介

目的

• 「調べたいテーマは決まっているが、どういう資料を見ればよいか分か
らない」ときの道しるべ

• お問合せが多いテーマについて、あらかじめ資料・情報を参照できるよ
うにする（職員・利用者とも）

特徴

• 146件収録。経済・産業、学術一般分野のものが比較的多い。

• 当館所蔵資料だけではなく、外部機関のウェブサイトなど、媒体を問わ
ずあるテーマについて調べるための情報源を紹介している
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2．取組の現状
1. 「アジア情報の調べ方案内」

7



2．取組の現状
1. 「アジア情報の調べ方案内」
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分野 数 ％

政治・法律・行政 11 8

経済・産業 37 25
社会・労働・教育 3 2

歴史・地理・哲学・宗教 24 16

地名・地図 12 8
芸術・言語・文学 12 8

科学技術 6 4
学術一般 29 20

新聞 12 8

合計 146 100

地域 数 ％

アジア全般 19 13
中国 64 44

コリア 31 21

アジア諸地域
（中国・コリア以外）

23 16

アーカイブ化* 10 7

合計** 147 100

*更新を凍結しているもの

**中国・コリアが混在しているものが1件ある



2．取組の現状
2. AsiaLinks-アジア関係リンク集-
アジア各国、各地域の事情・基本情報、アジアに関する学術情報、アジ
アに関するビジネス情報が得られるサイトを収録したリンク集。

目的

• 信頼性が高いウェブサイトへのゲートウェイとなる

• 紙媒体の資料では追いつかない最新のアジア情報を入手する手助け
をする

特徴

• 収録するウェブサイト数は約8,100件
• 情報量が少ない国もカバーしている

• 無料ですぐに使えるウェブサイトを掲載

（一部、登録が必要なサイトや本文の閲覧等が有料のサイトもあり）
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2．取組の現状
2. AsiaLinks-アジア関係リンク集-
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2．取組の現状
2. AsiaLinks-アジア関係リンク集-
• 整理されたリンク集を用いて、効率的に情報収集できるようにしている
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政府機関や図書館など
機関種別に探したい

韓国や北朝鮮など、国・
地域別に探したい

法律、統計など特定の分
野の情報を探したい



2．取組の現状
3. アジア情報関係機関ダイレクトリー

日本国内のアジア関係資料、アジア言語資料を所蔵する機関の
ダイレクトリー（名鑑）

目的

• アジア資料を所蔵する日本国内の機関を総覧し、利用条件、所
蔵資料の特徴等を紹介することで、利用者の研究資料等へのア
クセスを容易にする

• 国内各機関における蔵書構築や相互連携に資する

特徴

• 150機関収録。図書館、研究機関が中心。

• 機関名、所在地、資料の収集対象地域、所蔵資料の言語から
機関を検索することができる

• 英語名を併記
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2．取組の現状
3. アジア情報関係機関ダイレクトリー
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2．取組の現状

ほかにも、

• コンテンツ新規公開時のtwitter発信（国立国会図書館のアカ
ウント）→webによる広報

• アジア情報室通報の刊行（レファレンス事例紹介）→紙媒体、
web上での公開

• アジア情報研修（一次情報の入手体験）→ノウハウの共有

• 利用ガイダンス（来館、大学への出張講義、オンライン）→直接
働きかけ
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3．課題
• ホームページのアクセス数の少なさ

例：調べ方案内(全体で約1,440件)
2020年4月～2020年11月の月平均アクセス数で調査した順位

1位 全国紙等の記事索引・検索サービス 13,003
・・・

（アジア情報室作成コンテンツアクセス数トップ5）
43位 日本に在留する韓国・朝鮮人について知る 1,722
52位 インターネット上で閲覧できる中国語新聞 1,148 

78位 漢詩の出典 1,148 

97位 南満州鉄道(満鉄)について調べる 987 

117位 中国の「正史」の日本語訳 795 
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3．課題

• コンテンツの見やすさ（階層構造になっていない）

• そもそもアジア情報室がアジアに関する情報発信をしてい
ることが知られていない？
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3．課題
2019年10月25日（金）～2020年3月26日（木）アンケート実施

（回答数53件）

回答者の属性

図書館員(33%)＞研究職・技術職(17%)＞事務職その他(12%)
どのように知ったか？

当館HP(42%)＞検索エンジン(14%)＞図書館で聞いた(10%)
利用頻度

はじめて(48%)＞年1回以上(19%)
目的

学術・研究(31%)＞図書館業務(19%)
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3．課題
コンテンツの認知度
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アジア情報の調べ方案内

知らなかった 43%

知っていた 30%

知っていたが使ったことはない 13%

AsiaLinks

知らなかった 47%

知っていた 21%

知っていたが使ったことはない 19%

アジア情報関係機関ダイレクトリー

知らなかった 51%

知っていた 21%

知っていたが使ったことはない 15%



3．課題

• 「アジア情報の調べ方案内」の新規コンテンツ作成、既コン
テンツの維持管理→既コンテンツを整理

• AsiaLinksのリンクチェックが不十分

• 「アジア情報関係機関ダイレクトリー」が当初の目論見どお
りには活用されていない

• 『アジア情報室通報』の刊行物としての性格←創刊時「アジ
ア研究者やアジア資料・情報の担当図書館員を主たる対
象とし、アジア情報室のサービスの案内、資料・情報・関連
機関等の紹介、アジア地域の出版・図書館事情等」を扱う
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3．課題

○改善に着手

• 「利用案内」「所蔵資料の概要」のページ構成を見直し、ス
リム化

• 「アジア情報の調べ方案内」のコンテンツの整理

• 社会科学分野の新着資料紹介の掲載を開始

• 『アジア情報室通報』の記事構成の見直し（アジア情報室
の持つ資料やノウハウを活用した記事の掲載）
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4. さいごに

• もしアジア情報室が発信するコンテンツを知っていたら、活用
していたか？

• 求める情報をいつ、どこで、どのように入手するか？

• どんな情報があればありがたいか？
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