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収録文献数：28,020件
累積ダウンロード数：2,236,621回
研究室訪問：35回
広報誌『HUSCAPレター』発行：4回
図書館報『楡蔭』関連記事掲載：10本
広報誌『北大時報』関連記事掲載：3本

数字で見る
HUSCAP

サステナ
ビリティ・

ウィーク2008
アーカイブ
利用状況

先生方から
先生方への
働きかけ

広報活動

研究室訪問

記念インタビュー

学内連携

イベント主催部署
→発表資料など

広報担当の先生
→部局の成果物

学会＆部局図書室
→ILL高需要文献

成果

自発提供の増加

収録文献の多様化

読者の多様化

研究成果
の広がり

HUSCAPレター

14.0%

75.4%

H20年度に
登録した文献の
資源タイプ比率

HUSCAPの
幸せな循環

北海道大学学術成果コレクション: HUSCAP
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp

北海道大学附属図書館学術システム課
huscap@lib.hokudai.ac.jp

ダウンロード回数TOP10
1 Охрана окружающей среды в Приморском крае : 

современное состояние и дальнейшие 
перспективы деятельности

2 Охрана окружающей среды : нынешнее 
положение, задачи и способы решения

3 When will Summer Arctic Sea Ice Disappear?

4 アイヌ語の復興とアイヌ語研究

5 ロシア東部地域の石油・天然ガス開発と環境問題 : 東シ
ベリア～太平洋(ESPO)石油パイプライン建設を中心に

6 温熱環境の設計 : 「快適」なら良いか

7 農と医の連携をめざして : 食と健康の基は？

8 アイヌ考古学の歩みとこれから

9 Загрязнение реки Амур после техногенной аварии 
в Китае

10 Causes and magnitude of sea-level rise

露語文献が
大人気！

2008年3月ダウンロード回数TOP20

1 解剖学実習指針 教材

2 民法入門（平成18年度） 教材

3 2004年度グラフ理論講義ノート 教材

4 2007年度グラフ理論講義ノート 教材

5 統合・基礎神経学 - 神経系の構造を中心に 教材

6 2005年度 情報理論講義ノート 教材

7 2005年度グラフ理論講義ノート 教材

8 基本顕微構造解析法 I・II 教材

9 2004年度混沌系工学特論講義ノート 教材

9 2004年度情報理論講義ノート 教材

11 2006年度グラフ理論講義ノート 教材

12 Juliet's Acquisition of Independence and Patriarchy in 
Romeo and Juliet

雑誌論文
（著者版）

13 解剖学と医学：今と昔 発表資料

14 La communauté villageoise et l’État dans le contexte de la 
construction du socialisme africain pendant les quarante 
dernières années du XXº siècle

博士論文

15 2005年度 混沌系工学特論講義ノート 教材

16 廃プラスチック油化→フィードストックリサイクルの
進展

紀要

17 自衛隊生徒の発足 -1955年の少年兵- 雑誌論文
（著者版）

18 A Prospect of Sail-Assisted Fishing Boats 会議録
（著者版）

19 WC-Ni超硬合金の溶接残留応力に関する研究 博士論文

19 科学と教養教育 紀要

2009年3月ダウンロード回数TOP20
1 2004年度グラフ理論講義ノート 教材

2 民法入門（平成18年度） 教材

3 アニメ聖地の成立とその展開に関する研究 : アニメ
作品「らき☆すた」による埼玉県鷲宮町の旅客誘致
に関する一考察

紀要

4 情報化社会における自律的観光のあり方に関する研
究 : アニメ聖地巡礼者の旅行行動の特質とその課題

発表資料

5 2007年度グラフ理論講義ノート 教材

6 Amoebae Anticipate Periodic Events 雑誌論文

7 解剖学実習指針 教材

8 2005年度 情報理論講義ノート 教材

9 アニメ「聖地巡礼」実践者の行動に見る伝統的巡礼
と観光活動の架橋可能性 : 埼玉県鷲宮神社奉納絵馬
分析を中心に

紀要

10 統合・基礎神経学 - 神経系の構造を中心に 教材

11 寒地型イネ科牧草の育種およびDNAマーカーの開発とQTL解析 雑誌論文
（著者版）

12 基本顕微構造解析法 I・II 教材

13 An Application of a Narrative Theory to Romeo and Juliet : 
Orientation and Manipulation of the Audience's Sympathy

雑誌論文
（著者版）

14 2005年度グラフ理論講義ノート 教材

15 自衛隊生徒の発足 -1955年の少年兵- 雑誌論文
（著者版）

16 理系大学院生・研究者のための科学コミュニケーション教育 紀要

16 Isolation and characterization of bacteria from soil contaminated 
with diesel oil and the possible use of these in autochthonous 
bioaugmentation

雑誌論文
（著者版）

18 2004年度情報理論講義ノート 教材

19 A Prospect of Sail-Assisted Fishing Boats 会議録
（著者版）

20 Effects of static stretching for 30 seconds and dynamic stretching on 
leg extension power.

雑誌論文
（著者版）

―平成20年度の活動から

マイル
ストーン

8月11日
収録文献数25,000件

12月 8日
累積ダウンロード数
200万回

12月11日
登録者数1,000人

高頻度閲覧
文献の変化

教材以外の
スター文献
の登場

※太字のタイトルは平成20年度に登録した文献

観光学分野の
文献への
利用の集中
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