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奈良先端 科学技 術大学院大学
電子図書館
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ブラウザーを通して、図書館の雑誌や書籍はもちろん、ビデオ映像も見ら
れるという一歩先を行く図書館が実現されている。今回は奈良先端科学
技術大学院大学でインターネットの研究をしている砂原先生に、1996年
の4月より運用を開始した同大学の電子図書館を案内していただいた。
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砂原秀樹助教授。

奈良先端大学院大学のホームページ。
各研究部門へのリンクがある。

422

INTERNET magazine 1997/3

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

学内ネットワークを維持しているサーバー群。学内
で使用する3 テラバイト近いファイルを扱っている。

雑誌や書籍は、このようにスキャ
ナーによって取り込まれる。

実際の図書館も、貸し出しシステムはカードと
バーコードリーダーによって無人化されている。

ビデオデータを編集する設備も、
プロ用のものがそろっている。
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今後、著作権処理などがうまくいったら、

残念なのは、MPEG2のデコーダーが高価
マルチメディアな図書館にするために、ビ
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送ってきてくれます。当然、こちらとしては、
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本を買うという契約のほかに、電子化に見

のです。もし、データをすべて見ることがで

それを学内に流すために、ちょっと力技な
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のですが（笑）
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そういったニーズがあることを日本の出版社

バーにビデオデータを入れただけのもので、

の方にも認識して欲しいですね。

検索システムもついていて、現実の
図書館よりも便利だ。

著作権の問題があるので大学の関係者
インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
しかデータを見れない。
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