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大学図書館が直面する今日的課題

1.ジャーナル問題

2.オープンサイエンス

3.学修支援

4.これからの学術情報システム

課題に取り組むための組織体制
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ジャーナル問題



学術雑誌高騰問題？
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2015年5月16日(土)
日本経済新聞



購入雑誌数と電子ジャーナル
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シリアルズ・クライシス（雑誌の危機）

コンソーシアムに
よる飛躍的増加



経費と読めるタイトル数
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学術情報基盤実態調査のデータに基づく

経費

読めるタイトル数



情報格差の是正
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A：大規模大学（8学部以上）
B：中規模大学（5~7学部）
C：小規模大学（2~4学部）
D：単科大学



価格問題は為替問題？
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ビッグディール
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ビッグディールとは
電子ジャーナルの契約モデルのひとつ

ある出版社が刊行している全ての電子ジャーナルに、契約機関の
全ての構成員がアクセスすることのできる契約

パッケージ契約、バンドル契約、包括的契約と呼ばれることもあ
る

価格の仕組み
［契約開始時の購読誌に対する支払額＋非購読誌アクセス料］＋
毎年の値上げ

→ 全タイトルアクセス可能

ビッグディールの価格は大学により大きく異なる



ビッグディール概念図
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A大学（大規模）

購読額1.8億＋
非購読誌アクセス料0.2億
＝2億

購読誌
（300誌）

非購読誌
（1,700誌）

購読誌
（500誌）

非購読誌
（1,500誌）

購読誌（100誌）

非購読誌
（1,900誌）

購読額0.9億＋
非購読誌アクセス料0.1億
＝1億

購読額0.25億＋
非購読誌アクセス料0.05億
＝0.3億

●いずれの大学も2,000誌にアクセス可能
●ビッグディールの価格は大学により大きく異なる
●契約開始時の購読額に左右される

B大学（中規模） C大学（小規模）



ビッグディールの誕生
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誕生の背景
シリアルズ・クライシス（1980年代~1990年代）

Vicious cycle
論文数の増加→出版コスト上昇→購読料の高騰（毎年＞10%）→購読中
止→更なる値上げ→更なる中止
購読機関が世界で1機関になった場合の購読料を試算してみると．．．

電子ジャーナル化
限界費用（マージナルコスト）が限りなくゼロに近い
機関毎にタイトル単位でのアクセスを管理するためのコストが高
い

ビッグディールの誕生
1996年にAcademic PressのJan Velteropが考案
その後、世界中の出版社と図書館コンソーシアムが採用
“The Big Deal is the best invention since sliced bread.”（Derk
Haank）



パッケージ契約機関数の推移
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ビッグディールに代わる新モデル
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新モデルの骨子
① データベースモデル

いくつかのデータベース（雑誌コレクション）から選択

大学を階層に分け、選択したデータベースとのマトリクスで価
格を設定

② タイトル単位での契約

③ 論文単位での契約

3つの形態の組み合わせ

硬直化したパッケージ契約（ビッグディール）から柔軟
なモデルへ

過去の冊子体の購読規模維持を撤廃



ビッグディールの出口
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ビッグディール 新モデル
（データベースモデル）

タイトル単位契約
（＋PPV）

• 柔軟性は高まるが、コン
ソーシアムによる交渉が
複雑化（費用が増大）

• 大 学 の 階 層 を ど う 作 る
か？（予算規模、構成員
数、利用実績、発表論文
数等）

• 現在のモデルによる支払
額との激変を緩和するメ
カニズムが必須



第2次シリアルズ・クライシス？

2015/12/1平成27年度大学図書館職員短期研修14



SCOAP3
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高エネルギー物理学分野の主要
ジャーナルのゴールドOA化をめざ
す国際連携プロジェクト

欧州原子核研究機構（CERN）が中
心となり、高エネルギー物理学分
野（High Energy Physics: HEP）の研
究者を擁する世界の研究機関、大
学図書館等に協力を呼びかけ

必要経費総額は約10Mユーロ（約
10億円）

対象誌への掲載論文数により国別
負担比率を決定（日本は7.2%）

入札によりOA出版費を抑制

図書館等の購読額をOA出版費に振
り替えることによりOAを実現



Max Planckの試算
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（グローバル）
全世界のジャーナル購読料の総額は、76億ユーロ
（≒1兆円）
年間出版論文数は、200万本
1論文当たりの購読料は、3,800ユーロ（≒51万円）

一方、
APC平均単価は、2,000ユーロ（≒27万円）

Disrupting the subscription journals’ business model for the necessary large-
scale transformation to open access.
http://dx.doi.org/10.17617/1.3

Head of Scientific Information Provision at the Max Planck Digital Library
SCOAP3 Governing Council Chair



Max Planckの試算（続）
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（国別データ）
ドイツ

70,000論文×2,000ユーロ（APC）＝1.4億ユーロ（≒189億
円）
購読料支出は、2億ユーロ（≒270億円）

イギリス
72,000論文×2,000ユーロ（APC）＝1.44億ユーロ（≒194
億円）
購読料支出は、2.2～2.6億ユーロ（≒297～351億円）

フランス
46,000論文×2,000ユーロ（APC）＝0.92億ユーロ（≒124
億円）
購読料支出は、1.2億ユーロ（≒162億円）



Berlin12で提案
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各国が歩調を合わせて、現在の購読料をAPCに振り替
えれば、追加のコストを発生させることなく、200万
本の論文のOA化は即座に実現できる。

http://openaccess.mpg.de/2128132/Berlin12



オルデンバーグの長い影
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• ビッグディールの真の脅威は、出版社が

パノプティコンを持つこと。

• 出版社は、科学計量学的なデータを占有

することができる。

• それにより、大学の研究戦略や国の科学

政策を操ることも可能となる。

Jean-Claud Guedon. In Oldenburg’s Long Shadow. ARL, 2001. pp. 48-49.
http://www.arl.org/storage/documents/publications/in-oldenburgs-long-shadow.pdf



パノプティコン（ベンサム）

2015/12/1平成27年度大学図書館職員短期研修20

全展望監視システムの完成

看守

大学

大学

大学

大学大学

大学

抄録・引用文献 データベース
＋

フルテキス トデータベース
＋

研究分析ツール

商業
出版社



URAシンポジウム
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THE + Elseiver
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「私たちは、ScopusやSciValをはじめとする研究
活動に関した一連の情報ツールを通して、大学
機関、資金拠出機関、および政府機関が戦略
を取りまとめて実行に移す際のお役に立てればと
考えています。」

（2014年11月19日）
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オープンサイエンス



内閣府の検討会
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設置母体
内閣府総合科学技術・イノベーション会議（科学技
術基本計画）

検討会の開催
第1回（平成26年12月9日）～第6回（平成27年3月30
日）

趣旨：
オープンサイエンスに係る世界的議論の動向を的確
に把握した上で、我が国としての基本姿勢を明らか
にするとともに、早急に講ずべき施策及び中長期的
観点から講ずべき施策等を検討する

国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会



オープンサイエンスとは？

2015/12/1平成27年度大学図書館職員短期研修25

「オープンサイエンスとは、公的研究資金を用いた研
究成果（論文、生産された研究データ等）について、
科学界はもとより産業界及び社会一般から広く容易な
アクセス・利用を可能にし、知の創出に新たな道を開
くとともに、効果的に科学技術研究を推進することで
イノベーションの創出につなげることを目指した新た
なサイエンス」

内閣府『我が国におけるオープンサイエンス推進のあり方について～
サイエンスの新たな飛躍の時代の幕開け～』（2015年3月30日）
http://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/openscience/



具体的な推進のあり方
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公開の範囲
公的研究資金による研究成果のうち、論文及び論文のエビデン
スとしての研究データは、原則公開とし、その他研究開発成果
としての研究データについても可能な範囲で公開すること

公的研究資金の範囲
競争的研究資金及び公募型の研究資金（科研費やJSTの助成
金）に該当するもの
国費が投入されている独立行政法人及び国立大学法人等の運営
費交付金等を100%活用した研究活動等

研究を実施する機関の責務
論文、研究データ等の研究成果の管理に係る規則を定め、特に、
研究成果の散逸、消滅、損壊を防止するための具体的施策を講
ずる
オープンサイエンスに関する実施方針及び実施計画を定める



政策立案及び実施における相関図
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大学図書館に関する期待
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大学・研究機関等においては、技術職員、URA
（University Research Administrator）、大学図書館職
員等を中心としたデータ管理体制を整備できるよう
に、データサイエンティストやデータキュレーター
などを研究支援人材として位置づけられるよう、包
括的な育成システムを検討し、推進することが必要

論文や研究データの永続的、長期的保存を担保する
ためには、国立国会図書館、大学図書館、情報基盤
センターをはじめ、科学技術・学術文書・書籍を扱
える図書館や情報基盤センター等の協力を得ること
が有効



フォローアップ検討会
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「国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する
検討会」報告書における今後の検討課題及びフォロー
アップのあり方について検討するため「オープンサイ
エンス推進に関するフォローアップ検討会を開催する

第1回：2015年7月17日
第2回：2015年9月11日



文部科学省の対応

2015/12/1平成27年度大学図書館職員短期研修30

総合科学技術・イノベーション会議等で議論されてい
るオープンサイエンスに関し、研究成果の元となる
データの公開・共有を含めたオープンアクセス・オー
プンデータ促進の具体的な方策等について審議

科学技術・学術審議会 学術分科会 学術情報委員会

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/036/



大学図書館の役割
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1. 論文のオープン化
機関リポジトリを論文のセルフアーカイブの基盤として拡充
オープンアクセスに係る方針の策定

2. 研究データのオープン化
研究者のデータ管理計画作成の支援
研究データの保管に係る基盤整備に当たって、アカデミッククラウド
（NIIが構築）の活用を図る

3. 研究成果の散逸等の防止
論文、研究データの管理に係る規則を定め、散逸等を防止
論文及び研究データにDOIを付与

4. 人材育成
技術職員、URA及び大学図書館職員等を中心にデータ管理体制を構築
機関リポジトリの構築を進めてきた経験等から、研究成果の利活用促進
を担う

学術情報委員会「中間まとめ」から抜粋

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/036/houkoku/1362564.htm



研究費助成機関の反応
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JSPS
実績報告書の入力項目として「オープンアクセス化の状況」
チェックボックスが追加

「誰でもWebを通じて無料で自由に論文にアクセスできるように、
科研費の助成を受けて執筆した論文のオープンアクセス化を進め
ましょう」（科研費ハンドブック（研究者用）2015年度版）

リーフレット「科研費論文のオープンアクセス化を進めましょ
う！」

JST
研究者が発表したジャーナルの許諾を得た上での「一定の期間」
（1年以内程度を目途）内の公開を推奨（オープンアクセスに関す
るJSTの方針、平成25年4月）

『わが国におけるデータシェアリングのあり方に関する提言』
（JST科学技術情報委員会、平成27年4月）



機関リポジトリ公開機関数（国内）
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561!

2014年12月末現在



リポジトリ国別公開機関数
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http://www.opendoar.org/

実際の構築数は第1位（561）



登録コンテンツ推移グラフ（日本全体）
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NII IRDBコンテンツ分析（平成27年8月時点）
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学術雑誌論文：24万件/157万件（15%）

データ・データベース：5.24万件/157万件（3.3%）



機関リポジトリ推進委員会
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国立情報学研究所
国公私大学図書館

協力委員会

これからの学術情報システム
構築検討委員会（2012～）

連携・協力推進会議
（2010～）

大学図書館コンソーシアム連合
運営委員会（2011～）

機関リポジトリ推進委員会
（2013.10.2～）

オープンアクセス方針の策定と展開
将来の機関リポジトリ基盤の高度化
コンテンツの充実と活用
研修・人材養成



オープンサイエンス推進の取組み
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1. 方針（ポリシー）
助成機関、学協会、大学等の方針に関する動向把握、調査、共有
大学における方針策定及びその実施に当たっての支援

2. 研究データ
RDMトレーニングツールの開発
研究データ対応メタデータスキーマの検討
ケーススタディによる研究データ管理ノウハウの蓄積

デジタル・ヒューマニティ
論文付随データ
データジャーナル

3. 国内学協会の著作権ポリシーデータベース（SCPJ）の拡充
学協会への働きかけ

4. 公的研究資金による成果論文のトラッキング
メタデータの整備
可視化ツールの開発
KAKEN/SEIKAとの連携



（参考）京都大学オープンアクセス方針
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（抜粋）

京都大学は、本学に在籍する教員及び研究員によって得
られた研究成果に対する学内外からの自由な閲覧を保証
することにより、学術研究のさらなる発展に寄与すると
ともに、情報公開の推進と社会に対する説明責任を果た
すために、オープンアクセスに関する方針を以下のよう
に定めるものとする。

京都大学は、出版社、学会、学内部局等が発行した学術
雑誌（図書等を除く）に掲載された教員の研究成果を、
京都大学学術情報リポジトリによって公開する。

2015年4月28日、教育研究評議会、役員会議承認

http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/uploads/oapolicy.pdf



2015/12/1平成27年度大学図書館職員短期研修39

学修支援あるいは
ラーニングコモンズ



学修環境整備に係る政策・提言
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平成22年12月 科学技術・学術審議会学術情報基盤作業
部会（審議のまとめ）
「大学図書館の整備について－変革する大学にあって求められる
大学 図書館像－」

平成24年7月 科学技術・学術審議会学術情報基盤作業
部会（審議のまとめ）
「学術情報の国際発信・流通力強化に向けた基盤整備の充実につ
いて」

平成24年8月 中央教育審議会（答申）
「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学
び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～」

平成25年8月 科学技術・学術審議会学術情報委員会
（審議まとめ）
「学修環境充実のための学術情報基盤の整備について」



「学修環境充実のための学術情報基盤の
整備について（審議まとめ）」
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学修環境充実には、①コンテンツ、②学習空間、③人的支援の
有機的連携が重要

図書館が教育面により積極的に関与していく観点から、教材等
資料作成の支援や授業に対する新しいアイデアの構築を促すこ
とも期待される。

組織運営体制として、図書館、情報系センター、教材開発セン
ターなどの関連組織が連携し、教育担当教員との協力により推
進する体制が重要

教室や図書館の物理的空間とICTの活用による仮想空間の組み合
わせにより、効果的な学修を展開するための基盤整備を推進

平成25年8月に、学術情報委員会が、学士課程教育の能動的学修
（アクティブラーニング）への転換に向けて、必要となる学修環
境充実のための学術情報基盤の在り方や方向性をとりまとめたもの



①コンテンツ
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学修のためのコンテンツは、学生のニーズに応じて迅速
に利用できるようにすることが必須。その際、授業関連
資料の充実を図ることも重要
図書館におけるコンテンツの整備・効果的な保存は、ア
クティブ・ラーニングのための空間を確保する上でも、
重要な課題

コンテンツ 課題

学術書・雑誌 ・電子書籍（和書）の提供→出版社のビジネスモデルの構築
・電子ジャーナル→継続的な価格上昇
・蔵書の電子化→著作権処理

教材・授業 ・電子的保存や利活用の促進
・教員の作業面での負担

データ ・管理・流通システムの整備

◎電子ジャーナルに掲載された論文以外の利活用があまり進展していない



②学習空間
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① 電子的保存・流通への対応と合わせて、各資料を紙媒

体で維持・提供することの必要性を検討する

② 蔵書を集約化する自動書庫の導入や、大学単位もしく

は共同で遠隔地に保存書庫を設置する

③ 大学内における中央図書館と部局図書館、大学外に関

しては国立国会図書館を含めた複数の大学図書館の間

で、紙媒体の重複保存を抑制するシェアード・プリン

トの導入を検討する

【スペースを確保するための方策】



③人的支援
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【人的支援】

大学院生、図書館員や教員等による学生を支援する体制を構築する。学生同
士が支援し合うピアチュータリングも、質保証を図りつつ促進することが望
ましい

様々な学修を支援する活動の企画・実施を担当する専門職として、教員や他
の職員とも異なる中間職的な人材が必要となる。専門職は教員と図書館員と
の協力の過程を通じて、図書館員の中から育成されるようなシステムを構築
する必要がある

【組織運営体制の見直し】

図書館が教育面でより積極的に関与していく観点から、教材等の資料作成を
支援していく体制を構築すべきである。学修環境として刺激的な空間を提供
するだけでなく、学内の教員に授業に対する新しいアイデアの構築を促すこ
とも期待される

組織的には、図書館、情報系センター、教材開発センターなど関連する支援
組織の連携に加え、教育を担当する部局教員が協力して推進する体制を構築
することが重要である



アクティブ・ラーニング・スペース
の設置状況
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グルー
プ学習
スペー
ス

可動式
什器

プレゼ
ンテー
ション
スペー
ス

共用ス
ペース

端末の
貸出

学習・
研究サ
ポート

リフ
レッ
シュス
ペース

授業関
連図書
の提供

サイレ
ントス
ペース

その他

97.9% 80.9% 79.8% 73.4% 53.2% 46.8% 43.6% 27.7% 14.9% 23.4%

施設・サービスの実施内容（平成26年5月1日現在の国立大学に限定）

平成26年度学術情報基盤実態調査

国立大学は、回答大学数
の76%が設置



ラーニングコモンズに対する疑問
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1. ラーニングコモンズで図書館資料（コンテン

ツ）は利用されているのか？

2. ラーニングコモンズは図書館に作る必要がある

のか？

3. 学びをデザインできる図書館員はいるのか？
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これからの学術情報システム
の在り方



これまでの学術情報システム
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学術情報センター（National Center for Science
Information Systems）の設立

目録所在情報サービス（NACSIS-CAT/ILL）
データベース形成と情報検索サービス（NACSIS-
IR）

学術情報ネットワーク（SINET）

「今後における学術情報システムの在り方について（答申）」
（学術審議会 1980年1月）



議論の発端
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「目録所在情報サービスの将来計画の検討は、

重要な課題」

「検討を加速させるためにも2020年には現在

のような枠組みでの目録システムは終了して

いることを想定して議論していただきたい」

大学図書館とNIIとの連携・協力推進会議（第8回 2014年7月）



これからの学術情報システムの
在り方について
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「大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力
推進会議」の下に設置された本委員会では、標記
に係る状況を以下のように捉え、特にNACSIS-
CAT/ILLの軽量化・合理化を最重要課題として、国
公私立大学図書館等が国立情報学研究所と連携し
て解決していくための方策を検討している。

（これからの学術情報システム構築検討委員会）



取り巻く環境の変化
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特に、

電子ジャーナルをはじめとした電子情報資源の普及
によって、資料の流通・管理の在り方が大きく変貌
したこと

また研究者、学生の情報利用や研究・教育のプロセ
スがますます電子的手段を前提とするものになって
いることへの対応が急務となっている。

NACSIS-CAT/ILLを中核とした従来のシステムの軽量
化・合理化を図りつつ

そうした変化への対応を行えるシステム整備を目指
す必要がある。



進むべき方向性
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これからの学術情報システムに求められるの
は、ユーザーが必要とする学術情報を直接的
かつ迅速に入手することができる環境であり、
これらを実現するために、以下の3点を推進す
る必要がある。

① 統合的発見環境の提供

② メタデータの標準化

③ 学術情報資源の確保



進むべき方向性（概念図）
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これからの学術情報システム構築検討委員会（第11回）資料より抜粋
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課題に取組むための組織体制



NIIと大学図書館の関係（現在）
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参考：国立情報学研究所学術情報基盤オープンフォーラム2014のパネルディスカッションにおける
門林雄基氏（奈良先端大）の補足説明スライドを修正

ユーザ
（利用者）

サービス提供者
（業者）

大学図書館NII

思考停止？
サービス（システム）の
ブラックボックス化 モンスターユーザ？

サービス界面の罠



NIIと大学図書館の関係（これから）
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大学図書館とNIIがそれぞれの持つ人や
予算というリソースを持ち寄り、ある
種のコミュニティ（共同体）を形成し、
そのコミュニティがこれからの学術コ
ンテンツ基盤を担うという構想を提案
したい。



コミュニティを中心にした
共考・共創型の基盤整備
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Ownership

Leadership

Creation

Black box

Participation

Moderation

Co-creation

White box
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（付録）
数字から見た大学図書館

学術情報基盤実態調査による集計



資料購入費（全体）
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資料購入費（1大学あたり）
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図書館運営費（全体）
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図書館運営費（1大学あたり）
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図書館職員（全体）
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図書館職員（1大学あたり）
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業務別比率（全体）
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業務別比率（専任）
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業務委託（全面委託）
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業務委託（種別）
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図書購入冊数（全体）
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図書購入冊数（1大学あたり）
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