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1. はじめに 
 
立教大学共生社会研究センターの DSpace は 
 1) 所蔵資料＊の目録情報（メタデータ）の公開 
 2) デジタル媒体の文書ファイル等の公開 
の２つの目的のために使われています。 

＊以下のコレクションの検索は別の独立したシステムとなっており、Dspaceからは検索でき

ません。そのため、センター所蔵資料全体を横断的に検索することもできませんので、

その点ご了承ください。 

 ◎市民活動資料コレクション（ミニコミ・機関誌のコレクション） 

 http://www.rikkyo.ac.jp/research/laboratory/RCCCS/collection/db/cdb/ 

 ◎鶴見良行文庫 

 http://tsurumi.rcccs.rikkyo.ac.jp/ 

 
 
ほとんどの資料については、目録情報がアップされているだけです。そのためこの DSpace
は基本的に、「どんな資料があるか」「特定の資料の所蔵があるか」を調べるためのものと

お考えください。実際に資料を開いて読める場合もありますが、ごく少数です。また DSpace
は本来、上記 2）の目的のためのプラットフォームですので、多様な資料の目録情報を登録・

検索・表示するには少々無理があり、使いづらい点も多いと思います。ですから、検索が

うまくいかない場合は、どうぞお気軽に 
 
  
                              
までお問い合わせください。 
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さて、DSpace 上では、データは複数の「コミュニティ」にまとめられています。 
共生社会研究センターで所蔵する住民運動などの一次資料＝アーカイブズについては、寄

贈元（例えば運動体や個人）ごとに「コミュニティ」を作成し、その下に「サブコミュニ

ティ」→「コレクション」→「アイテム」の階層を設けています。（「サブコミュニティ」

は存在しないこともあります） 
 
例えば、「宇井純公害問題資料コレクション」の場合、 
「コミュニティ」（コレクション全体） 
  →「サブコミュニティ」（資料の分類：「スクラップブック」「テーマ別ファイル」等） 
   →「コレクション」（ファイル等） 
    →「アイテム」（資料 1 点） 
のようになっており、上位の階層から下の階層へ順を追って選択していくと、最終的にア

イテムにたどり着く構造になっています。 
そして検索方法としては、 
 A. コミュニティにかまわず、リポジトリ全体を対象に検索して直接アイテムに 
   たどり着く →次セクションの 2-A 
 B. 特定のコミュニティを対象として検索する →次セクションの 2-B (p.4) 
の２つの方法がありますので、検索の目的に応じてより効率の良い方を選択してください。 
 

2. 検索方法 
2-A. リポジトリ全体を対象として検索する場合 

 
＜DSpace トップページ＞

 

 
トップページから、「検索」フィールドに語句を入力すると、リポジトリ全体、つまり登録

されたすべてのデータを対象に検索することが可能です。例えば「水質」と入力し、「検索」

をクリックすると、検索結果が表示されます。 
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青字のところをクリックすると、より詳細なデータが見られます。 
 

 
 
一番下の「アイテムの詳細レコードを表示する」をクリックすると、さらに詳細なデータ

が表示されます。 
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（ダウンロード可能な例） 

 

 
デジタル媒体の文書ファイルがアップされている場合、上記のように「このアイテムのフ

ァイル」（真ん中、グレーの部分）にファイル名、サイズ、フォーマット等が表示され、「見

る／開く」をクリックするとファイルを開いたり、ダウンロードしたりすることができま

す。 
 
同様に、画面左の「リポジトリ検索」からも検索ができます。 
また、その下の「詳細検索」をクリックすると詳細検索画面が出ます。検索対象（どのま

とまりに検索をかけるか）、検索種別（どのフィールドを検索するか）を指定し、検索語を

入力して「検索」をクリックしてください。 

 

2-B. 特定のコミュニティを対象に検索する場合 

 

トップページの下、「このリポジトリのコミュニティ」から対象のコミュニティを選び、ク

リックします。[ ]内の数字は、登録されたアイテムの件数です。 
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例えば「宇井純公害問題資料コレクション」を選択すると…. 
 

 
 
コミュニティのホームページが開きますので、目指す資料がありそうなサブ・コミュニテ

ィを選択して開くか、あるいは上の検索窓に検索語を入力してコミュニティ全体に検索を

かけてみてください。 
 
また、このコミュニティに登録された全データを一覧したい場合などは（宇井コレクショ

ンはデータ数が多いのであまりお勧めできませんが）、タイトル、日付、資料識別番号など

のタブをクリックしてリスト表示し、「昇順」「降順」を利用して配列を変更してご覧くだ

さい。 
 
さて、前の画面で検索語に「べ平連」を入力し、検索すると、次のように表示されます。 
あるいは、コミュニティ・ホームページから、目指す資料がありそうなサブコミュニティ

「テーマ別ファイル」を選択してみると、ファイル＝コレクションがずらっと並びます。 
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ここでも、タイトルの後ろの[ ]は登録されたアイテムの件数を示しています。1 冊のファ

イル＝1 つのコレクションですが、1 ファイルに資料が 1 点しか綴じられていない場合もあ

れば、50 点を超える資料が綴じられている場合もあります。 
 
さて、このリストの中からコレクション、例えば「B1-01 東京スモッグ」を選択すると、

「コレクションのホームページ」が表示されます。ここには、コレクションの概要が書き

込まれています。 
 

 
 
この中に見たい「アイテム」がありそうでしたら…. 
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1) フィールドに検索語を入力して絞り込む（コレクションの登録データ件数が 50 件、100
件など多数の場合は有効です。しかし、このコレクションは[13]、つまり 13 点しか含

まれていないので、次の 2)～4)の方法でコレクションの全アイテムをリスト表示した

方が便利かもしれません）、 
2)  「あるいは、ブラウズ」の「資料識別番号」をクリックして、資料の実際の配列順で  

リストを表示する、 
3)  「日付」をクリックして、資料の日付順でリストを表示する、 
4)  「タイトル」をクリックして、資料タイトルの（大まかな）50 音順でリストを 表示 

する、 
のいずれかが比較的役に立ちます。 
 
ちなみに「主題」をクリックすると入力された主題（キーワード）がリスト表示され、「著

者名」をクリックすると著者名がリスト表示されますが、現時点では残念ながら非常に検

索精度が低くなっています。 
 
たとえば 2)「資料識別番号」をクリックすると、こうなります。 

 
 
これが、実際にファイルに資料が綴じられている順番での表示になります。 
 
リストを見てみて、「これはどんな資料だろう」と思ったものがあれば、タイトル部分（青

字）をクリックしてください。この資料について、登録されている基本情報が出ます。さ

らに詳細を見たいときは「アイテムの詳細レコードを表示」をクリックしてください。 
 
3. この DSpace ではできないこと 
 
現時点で、資料を検索するにあたり「できれば便利だができない」とわかっていることは

以下の通りです。 
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 ―日付で検索すること 
 ―著者名で検索すること 
   （不可能なわけではありませんが、精度が非常に低く信頼性に欠けます） 
 ―検索結果を自由な条件でソートすること 
 ―検索結果をまとめてエクスポートすること 
 
他にもさまざまなご要望があるかもしれませんが、それにこの DSpace 上でお応えすること

は難しいと思われます。しかし、DSpace ではできなくても、DSpace にアップするデータ

をもともと管理しているデータベース上では可能なこともあります。 
 
ですから、「著者名や日付を含む検索条件を組み合わせた複雑な検索を試みたい」「検索結

果をエクセルなどにエクスポートしたい」などのご要望がありましたら、またどんなこと

でもご不明の点がありましたら、ぜひお気軽に 
 
          共生社会研究センター kyousei@rikkyo.ac.jp 

 
までご連絡ください。できるかぎりお手伝いさせていただきます。 
 

共生社会研究センター学術調査員 
平野 泉 
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1.　はじめに



立教大学共生社会研究センターのDSpaceは

　1) 所蔵資料＊の目録情報（メタデータ）の公開

　2) デジタル媒体の文書ファイル等の公開

の２つの目的のために使われています。

＊以下のコレクションの検索は別の独立したシステムとなっており、Dspaceからは検索できません。そのため、センター所蔵資料全体を横断的に検索することもできませんので、その点ご了承ください。

　◎市民活動資料コレクション（ミニコミ・機関誌のコレクション）

　http://www.rikkyo.ac.jp/research/laboratory/RCCCS/collection/db/cdb/

　◎鶴見良行文庫

　http://tsurumi.rcccs.rikkyo.ac.jp/





ほとんどの資料については、目録情報がアップされているだけです。そのためこのDSpaceは基本的に、「どんな資料があるか」「特定の資料の所蔵があるか」を調べるためのものとお考えください。実際に資料を開いて読める場合もありますが、ごく少数です。またDSpaceは本来、上記2）の目的のためのプラットフォームですので、多様な資料の目録情報を登録・検索・表示するには少々無理があり、使いづらい点も多いと思います。ですから、検索がうまくいかない場合は、どうぞお気軽に

共生社会研究センター

電話：03-3985-4457　FAX：03-3985-4458　E-mail：kyousei@rikkyo.ac.jp





　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

までお問い合わせください。





さて、DSpace上では、データは複数の「コミュニティ」にまとめられています。

共生社会研究センターで所蔵する住民運動などの一次資料＝アーカイブズについては、寄贈元（例えば運動体や個人）ごとに「コミュニティ」を作成し、その下に「サブコミュニティ」→「コレクション」→「アイテム」の階層を設けています。（「サブコミュニティ」は存在しないこともあります）



例えば、「宇井純公害問題資料コレクション」の場合、

「コミュニティ」（コレクション全体）

　　→「サブコミュニティ」（資料の分類：「スクラップブック」「テーマ別ファイル」等）

　　　→「コレクション」（ファイル等）

　　　　→「アイテム」（資料1点）

のようになっており、上位の階層から下の階層へ順を追って選択していくと、最終的にアイテムにたどり着く構造になっています。

そして検索方法としては、

　A.　コミュニティにかまわず、リポジトリ全体を対象に検索して直接アイテムに

　　　たどり着く　→次セクションの2-A

　B.　特定のコミュニティを対象として検索する　→次セクションの2-B　(p.4)

の２つの方法がありますので、検索の目的に応じてより効率の良い方を選択してください。



2.　検索方法

2-A. リポジトリ全体を対象として検索する場合



＜DSpaceトップページ＞



トップページから、「検索」フィールドに語句を入力すると、リポジトリ全体、つまり登録されたすべてのデータを対象に検索することが可能です。例えば「水質」と入力し、「検索」をクリックすると、検索結果が表示されます。



青字のところをクリックすると、より詳細なデータが見られます。







一番下の「アイテムの詳細レコードを表示する」をクリックすると、さらに詳細なデータが表示されます。





（ダウンロード可能な例）





デジタル媒体の文書ファイルがアップされている場合、上記のように「このアイテムのファイル」（真ん中、グレーの部分）にファイル名、サイズ、フォーマット等が表示され、「見る／開く」をクリックするとファイルを開いたり、ダウンロードしたりすることができます。



同様に、画面左の「リポジトリ検索」からも検索ができます。

また、その下の「詳細検索」をクリックすると詳細検索画面が出ます。検索対象（どのまとまりに検索をかけるか）、検索種別（どのフィールドを検索するか）を指定し、検索語を入力して「検索」をクリックしてください。



2-B.　特定のコミュニティを対象に検索する場合



トップページの下、「このリポジトリのコミュニティ」から対象のコミュニティを選び、クリックします。[　]内の数字は、登録されたアイテムの件数です。





例えば「宇井純公害問題資料コレクション」を選択すると….







コミュニティのホームページが開きますので、目指す資料がありそうなサブ・コミュニティを選択して開くか、あるいは上の検索窓に検索語を入力してコミュニティ全体に検索をかけてみてください。



また、このコミュニティに登録された全データを一覧したい場合などは（宇井コレクションはデータ数が多いのであまりお勧めできませんが）、タイトル、日付、資料識別番号などのタブをクリックしてリスト表示し、「昇順」「降順」を利用して配列を変更してご覧ください。



さて、前の画面で検索語に「べ平連」を入力し、検索すると、次のように表示されます。

あるいは、コミュニティ・ホームページから、目指す資料がありそうなサブコミュニティ「テーマ別ファイル」を選択してみると、ファイル＝コレクションがずらっと並びます。





ここでも、タイトルの後ろの[　]は登録されたアイテムの件数を示しています。1冊のファイル＝1つのコレクションですが、1ファイルに資料が1点しか綴じられていない場合もあれば、50点を超える資料が綴じられている場合もあります。



さて、このリストの中からコレクション、例えば「B1-01　東京スモッグ」を選択すると、「コレクションのホームページ」が表示されます。ここには、コレクションの概要が書き込まれています。







この中に見たい「アイテム」がありそうでしたら….





1)　フィールドに検索語を入力して絞り込む（コレクションの登録データ件数が50件、100件など多数の場合は有効です。しかし、このコレクションは[13]、つまり13点しか含まれていないので、次の2)～4)の方法でコレクションの全アイテムをリスト表示した方が便利かもしれません）、

2) 　「あるいは、ブラウズ」の「資料識別番号」をクリックして、資料の実際の配列順で　　リストを表示する、

3) 　「日付」をクリックして、資料の日付順でリストを表示する、

4) 　「タイトル」をクリックして、資料タイトルの（大まかな）50音順でリストを　表示　する、

のいずれかが比較的役に立ちます。



ちなみに「主題」をクリックすると入力された主題（キーワード）がリスト表示され、「著者名」をクリックすると著者名がリスト表示されますが、現時点では残念ながら非常に検索精度が低くなっています。



たとえば2)「資料識別番号」をクリックすると、こうなります。





これが、実際にファイルに資料が綴じられている順番での表示になります。



リストを見てみて、「これはどんな資料だろう」と思ったものがあれば、タイトル部分（青字）をクリックしてください。この資料について、登録されている基本情報が出ます。さらに詳細を見たいときは「アイテムの詳細レコードを表示」をクリックしてください。



3.　このDSpaceではできないこと



現時点で、資料を検索するにあたり「できれば便利だができない」とわかっていることは以下の通りです。

　―日付で検索すること

　―著者名で検索すること

　　　（不可能なわけではありませんが、精度が非常に低く信頼性に欠けます）

　―検索結果を自由な条件でソートすること

　―検索結果をまとめてエクスポートすること



他にもさまざまなご要望があるかもしれませんが、それにこのDSpace上でお応えすることは難しいと思われます。しかし、DSpaceではできなくても、DSpaceにアップするデータをもともと管理しているデータベース上では可能なこともあります。



ですから、「著者名や日付を含む検索条件を組み合わせた複雑な検索を試みたい」「検索結果をエクセルなどにエクスポートしたい」などのご要望がありましたら、またどんなことでもご不明の点がありましたら、ぜひお気軽に



　　　　　　　　　　共生社会研究センター　kyousei@rikkyo.ac.jp



までご連絡ください。できるかぎりお手伝いさせていただきます。



共生社会研究センター学術調査員

平野　泉
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