
第 18 回大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議 
議事次第 

 
日 時： 2019（令和元）年 7 月 2 日（火）13:30～15:30 
場 所： 国立情報学研究所 12 階 会議室  
出席者： 次頁参照（委員長：国立情報学研究所 喜連川 優所長） 
 
議 事： 
トピック・レクチャー 

『外部リソースによる資料のデジタル化－京都市明細図と京都府立図書館貴重書

コレクションの経験から』 東京大学 福島幸宏特任准教授 
１. 前回議事要旨について 
２. 大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）の活動について（報告） 
３. これからの学術情報システム構築検討委員会の活動について（報告） 
４. オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）の活動について（報告） 
５. 国立情報学研究所の最近の動向（報告） 
６. 国公私立大学図書館協力委員会の最近の動向（報告） 
７. その他 

 
配付資料： 
出席者名簿 
１．   第 17 回大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議議事要旨 
２－１． 大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）活動報告 
２－２． 購読モデルから OA 出版モデルへの転換をめざして 

～JUSTICE の OA2020 ロードマップ～ 
２－３． 大学図書館コンソーシアム連合会費規程 
３－１． これからの学術情報システム構築検討委員会活動報告 
３－２． これからの学術情報システムの在り方について（2019） 
４－１． オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）活動報告 
４－２． JPCOAR オープンアクセスリポジトリ戦略 2019～2021 年度 
４－３． IRDB コンテンツ数分析 
４－４． COAR 総会 2019 参加報告 
５．   国立情報学研究所学術コンテンツ事業の最新の動向 
６．   国公私立大学図書館協力委員会の最近の動向 

 
参考資料： 
１． 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所と 

国公私立大学図書館協力委員会との間における連携・協力の推進に関する協定書 
２． 大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力体制 
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第 18 回 大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議 
出席者名簿 

 
【国公私立大学図書館協力委員会 常任幹事館】 
筑波大学附属図書館 学術情報部長  鈴木 秀樹 

情報企画課長  成澤 めぐみ 
東京大学附属図書館 館長  熊野 純彦 

事務部長  江川 和子 
総務課長 [ 陪席 ] 森 一郎 
情報管理課長 [ 陪席 ] 細川 聖二 

横浜市立大学学術情報センター 学務・教務部学術情報課長  河西 徹 
学務・教務部学術情報課学術

情報担当係長 
 石井 直美 

名古屋市立大学総合情報センター 主査  辻 顕暢 
慶應義塾大学メディアセンター 
本部 

所長  須田 伸一 
事務長  松本 和子 
課長 [ 陪席 ] 関口 素子 

早稲田大学図書館 館長  深澤 良彰 
事務部長  本木 正人 
総務課長 [ 陪席 ] 笹渕 洋子 

 
【国立情報学研究所】 
副所長  漆谷 重雄 
学術基盤推進部次長  木下 聡 
総務部長 [ 陪席 ] 溝口 浩和 
学術基盤推進部学術基盤課長 [ 陪席 ] 樋口 秀樹 
学術基盤推進部学術コンテンツ課長 [ 陪席 ] 小野 亘 
学術基盤推進部図書館連携・協力室長 [ 陪席 ] 平田 義郎 
コンテンツ科学系 准教授／学術基盤推進部学術コンテンツ課

コンテンツシステム開発室長・図書室長 
[ 陪席 ] 大向 一輝 

 



【大学図書館コンソーシアム連合】 
慶應義塾大学三田メディアセンター事務長 
大学図書館コンソーシアム連合運営委員会委員長 

[ 陪席 ] 市古 みどり 

 
【これからの学術情報システム構築検討委員会】 
東京大学大学院情報学環特任准教授 
これからの学術情報システム構築検討委員会委員 

[ 陪席 ] 福島 幸宏 

 
【オープンアクセスリポジトリ推進協会】 
東京大学附属図書館事務部長 
オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会委員長 

[ 陪席 ] 江川 和子 

 
【文部科学省】 
研究振興局参事官（情報担当）付  参事官補佐 [ 陪席 ] 高橋 稔 
研究振興局参事官（情報担当）付 学術基盤整備室 大学図書

館係長 
[ 陪席 ] 麻沼 美宝 

研究振興局参事官（情報担当）付 学術基盤整備室 大学図書

館係係員 
[ 陪席 ] 大原 司 

 
【事務局】 
学術基盤推進部学術コンテンツ課副課長 [ 陪席 ] 片岡 真 
学術基盤推進部学術コンテンツ課 支援チーム係長 [ 陪席 ] 服部 綾乃 
学術基盤推進部学術コンテンツ課 学術ｺﾝﾃﾝﾂ整備チーム係長 [ 陪席 ] 藤井 眞樹 
学術基盤推進部学術コンテンツ課 学術ｺﾝﾃﾝﾂ整備チーム係長 [ 陪席 ] 上野  友稔 
学術基盤推進部学術コンテンツ課研究成果整備チーム係長 [ 陪席 ] 新妻 聡 
学術基盤推進部学術コンテンツ課研究成果整備チーム係長 [ 陪席 ] 林 豊 
学術基盤推進部学術コンテンツ課研究成果整備チーム係員 [ 陪席 ] 木村 優 

 



 

  

第 17 回大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議 
議事要旨 

 
1. 日時：平成 31 年 2 月 15 日（金）13:00～15:00 
2. 場所：国立情報学研究所 12 階会議室 
3. 出席者： 

（委員館） 
喜連川所長，江川学術基盤推進部次長（以上，国立情報学研究所），鈴木学

術情報部長（筑波大学附属図書館），熊野館長，高橋事務部長（以上，東京

大学附属図書館），三浦センター長，河西学務・教務部学術情報課長（以上，

横浜市立大学学術情報センター），三澤総合情報センター長，森学術情報室

長（名古屋市立大学総合情報センター），深澤館長，荘司事務部長（以上，

早稲田大学図書館），赤木所長，松本事務長（慶應義塾大学メディアセンタ

ー本部） 
（陪席） 

市古事務長・大学図書館コンソーシアム連合運営委員会委員長（慶應義塾

大学三田メディアセンター），小山教授・これからの学術情報システム構築

検討委員会委員長（中央大学文学部），岡部学術情報部長・オープンアクセス

リポジトリ推進協会運営委員会委員長（新潟大学附属図書館），丸山学術基盤

整備室長，大園学術基盤整備室大学図書館係長（以上，文部科学省研究振

興局参事官（情報担当）付），奥村情報企画課長（筑波大学附属図書館），

森総務課長，細川情報管理課長（以上，東京大学附属図書館），関口課長（慶

應義塾大学メディアセンター本部），本間総務課長（早稲田大学図書館），

溝口総務部長，樋口学術基盤課長，小野学術コンテンツ課長，平田図書館

連携・協力室長，大向准教授，吉田学術コンテンツ課副課長，服部学術コ

ンテンツ課支援チーム係長，菅原学術コンテンツ課支援チーム係長，片岡

学術コンテンツ課学術コンテンツ整備チーム係長，上野学術コンテンツ課

学術コンテンツ整備チーム係長，新妻学術コンテンツ課研究成果整備チー

ム係長，船山図書館連携・協力室係長（以上，国立情報学研究所） 
 

4. トピックレクチャー 
 議事に先立ち，早稲田大学・深澤館長より，『コンソーシアムによる図書館システ

ムの新しい展開』と題した講演があり，以下の意見交換があった。 
l 今回の連携で，どこの部分のコストが減るのか。 
Ø 今は SaaS（Software as a Service）を使用し，また従来ローカルにあっ

たツールを提供されるサービスをうまく使うことによって，運用保守の

資料 No.1 



 

  

コストが減っている。業務フローも変更した。書誌データに係るコスト

が減るのはもう少し先の段階になるだろう。 
Ø クラウドは，スタートアップ時には立ち上げの迅速性や初期費用におい

て有効だが，事業が軌道に乗ってくると，そうでもなくなる。国立情報

学研究所（以下，NII）はクラウドに関する知見や経験を蓄積しているの

で，うまく使っていただけるようにしたい。 
l 小規模大学はどうすればよいか。 
Ø 小規模大学同士で連携するのがよいと思う。早稲田大学・慶應義塾大学

は，同規模で，資料も補完しあう関係だからうまくいったと思う。規模

が異なる大学間での連携は難しいだろう。 
Ø 早稲田大学は和書が充実しており，慶應義塾大学は 19 世紀・20 世紀の

世紀転換期からの洋書が充実しており，相互補完が成り立った。学内で

請求される ILL も，その半分は早慶の間で解決している。そのような関

係がベースにあり，規模が同じぐらいであったということで今回の共同

運用が実現した。 
Ø 小規模大学は，非常に厳しい状況に置かれている。旧帝大や大規模な私

立大学は各地域で小規模大学を支えてほしい。 
l これからの学術情報システム構築検討委員会でも同様の検討を進めようと考

えている。 
l 海外のシステムを利用することになるが，クラウドにするとスピードの問題

が心配なため，データセンターはやはり国内に置いてほしいと考えている。 
 
5. 議事： 
（報告事項） 
（１）前回議事要旨案について 

 NII・喜連川委員長より，前回議事要旨は既に確定済みである旨の確認があっ

た。 
 

（２）大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）の活動について 
 NII・平田室長より，資料 2 に基づいて報告があり，以下の意見交換があった。 
l Plan S に関して，JUSTICE はどのように考えているか。 
Ø Plan S は研究助成団体の方針に関わる話である。JUSTICE としてはこ

れまでも担ってきた契約交渉の部分で話を進めたい。完全な OA に移行

するまでの間にオフセット・モデルや Read & Publish モデルといった

ものがある。今の購読モデルからそれらのモデルへの切り替えを交渉し

ていきたい。 



 

  

l サブスクリプション・モデルからサブミッション・モデルに移し，サブミッ

ション・モデルで出版社と包括的な契約をしていくということか。 
Ø 海外では，実績に応じて，という点で包括的な契約をしているように見

える。 
Ø サブスクリプション・モデルでも包括的な契約を行うという点でビジネ

スモデルは変わっていない。つまり OA になっても安くならないという

ことであり，別のアプローチが必要ではないか。 
Ø 仕組みの透明性を上げることで出版社の競争を喚起するという考えはあ

る。助成団体からの外圧によって変化が生まれるのではないか。Plan S
もそのような外圧の一種ではないか。 

Ø 4 月に開催される日本学術会議のシンポジウムでもこれについて考えて

いただきたいと考えている。 
l 研究者が有名ジャーナルに論文を出したがるのも影響していると考えられる。

論文の価値は掲載誌によって決まるものではない。 
 
（３）これからの学術情報システム構築検討委員会の活動について 

 中央大学・小山教授より，資料 3 に基づいて報告があり，以下の意見交換があ

った。 
l 何が課題なのか。皆，何を困っているのか。 
Ø 重要な課題の一つは，現在の NACSIS-CAT では電子リソースを扱う環

境が十分ではないこと。電子リソースへのアクセス，そしてそれを業務

として活用するための機能を提供できるシステムが必要である。 
Ø 資料は図書館サイドから見たものであり，ユーザの声が見えない。世の

中がこう変わってこういうニーズがあるという，定量化したニーズ感が

資料にあるとよい。 
Ø 今回の「これからの学術情報システムの在り方について（2019）」とい

う資料は，図書館サイドに向けて，こういうシステムを作っていきたい，

そのための検討をしていきたいということを伝えるための文書である。

その一方で学術情報のユーザのために，コンテンツへのアクセスを拡大

するにはどうしたらよいのか，その時にシステムで持つべきメタデータ

はどのようなものか，またメタデータだけではなく，電子情報資源をど

こまで広げていくのかを考えていく必要がある。 
Ø 資料購入費の内訳は電子が約５６%，紙が４２～４３％と言われている。

後者の管理コストをどのように減らし，サービスを維持・拡大していく

のか。全ての印刷資料を保存するのではなく，分担保存・共同保存を行

うということが考えられる。そのためには，メタデータ同士を突き合わ



 

  

せて，どこの図書館でどの資料を持っているのかが確認できないといけ

ないが，それはメタデータを共通化して，同じようにシステムを使える

ようにする，新しい学術情報システムで実現していけると考えている。 
 
（４）オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）の活動について 

 新潟大学・岡部部長より資料 4 に基づいて報告があり，以下の意見交換があっ

た。 
l  各機関における機関リポジトリへの登録コンテンツの分布がどうなっている

のか，といった動き感が報告資料の中で出せるとよい。 
 

（５）国立情報学研究所の最近の動向 
 NII・小野課長より資料 5 に基づき報告があった。 

 
（６）国公私立大学図書館協力委員会の最近の動向 

 早稲田大学・荘司部長より資料 6 に基づき報告があった。 
 

（７）その他 
以下の話題提供があった。 

l 政府の中の大きな動きを少しだけ紹介したい。1 月のダボス会議で安倍首相

が DFFT（Data Free Flow with Trust）を初めて提唱した。EU の GDPR
などでデータの域外利用のフレームワークが囲い込みに動いている中で，そ

れを越えようとしている。今年の G20 でも話題になるだろう。そこと密接に

関連しているのが，報告事項（５）で NII から紹介のあった研究データの共

有プラットフォームである。大学と企業のみならず，大学が保有する研究デ

ータをグローバルに共有する時にどうすればよいのかが課題になってきてい

る。昨年 6 月 15 日に閣議決定された「統合イノベーション戦略」でも新た

にオープンサイエンスが謳われている。NII の名前は明確には出ていないが，

研究データ基盤を 2020 年度に運用を開始する，と明記されており，我が国

でも動きが急速になっている。デジタルコンテンツに加えて，ボーンデジタ

ルのデータの取り扱いがますます重要になってきており，図書館でもこれら

の取り扱いを積極的に検討していくことが重要になると考えている。 
 

以 上 



大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）活動報告 
 

1. 組織・体制 
(1) 会員館数（国公私立大学，その他（大学共同利用機関，省庁大学校の図書館）） 

2019 年度増減：新規 4・脱退 1（2019 年 6 月 27 日現在） 

 

(2) 運営体制（2019 年度委員等名簿（項番 9）参照） 

大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議 

 JUSTICE 運営委員会 委員  14 名 （会員館から選出） 

  交渉作業部会 

調査作業部会 

広報作業部会 

委員  31 名 

協力員 3 名 

（会員館から選出） 

 JUSTICE 事務局 専任職員 3 名 （会員館から出向） 

 

2. 出版社等との交渉を通じた電子リソースの購入・利用条件の確定 
(1) 出版社交渉 
・ 交渉状況：2020 年向け契約の条件に関する交渉を行っている。 

 2019 年度（6/27 現在） 〔参考〕2018 年度 

交渉対象版元数 58 社（海外 50，国内 8） 64 社（海外 56，国内 8） 

提案合意，開示済 12 社（海外 10，国内 2） 

20 提案・20 製品 

57 社（海外 49，国内 8） 

106 提案・215 製品 

直接対面交渉回数 28 回 82 回 

Wolters Kluwer は，提案を中止することとなった。 

・ 交渉スケジュール 

2019/1～2019/9 2020 年契約向け提案の条件交渉～提案合意 

2019/4～9 会員館への提案書開示（会員館限定ウェブページに掲載） 

2019/9/12・13 版元提案説明会＠学術総合センター（東京） 

2020/1～ 2021 年契約向け提案の予備交渉開始 
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(2) 契約状況調査の実施 
・ 全会員館の電子資料に関する最新の契約状況を把握し，出版社交渉の際の基礎デー

タとして活用する。また，調査結果の概要を会員館へ開示し，コンソーシアムの現

状について周知する。 
・ 2018 年度調査 
Ø 回答率：99.4% 
Ø 調査結果最終版を会員館限定ウェブページへ掲載（2018.11.29） 

・ 2019 年度調査実施中 5 月 8 日（水）～ 6 月 7 日（金） 
 
(3) 版元提案説明会の開催 
・ JUSTICE と出版社が合意した提案内容について，出版社から会員館へ直接説明す

る場として，毎年度開催している。 
・ 2018 年度開催 

日 程 2018 年 9 月 5 日（水）～6 日（木） 

会 場 一橋大学一橋講堂・中会議場（東京都千代田区一ツ橋） 

参加者 会員館 318 名（189 館），出版社 161 名（30 社） 
Ø 説明会の開催に先立ち，広報作業部会の企画・運営による会員館向け勉強会「電

子資料の有効利用のために -『電子資料契約実務必携』の活用 -」を開催。 
Ø 説明会開催期間中，会場内に「JUSTICE ヘルプデスク」を設置し，作業部会委

員が会員館参加者の質問・相談に対応した（相談件数 47 件）。 
・ 2019 年度開催予定 

日 程 2019 年 9 月 12 日（木）～13 日（金） 

会 場 一橋大学一橋講堂・中会議場（東京都千代田区一ツ橋） 
 
(4) OA2020 への対応検討 
・ 「学術雑誌のオープンアクセス出版への転換を目指す国際的なイニシアティブで

ある“OA2020”の関心表明に，運営委員会委員長名で署名（2016.8）。「OA2020 対

応検討チーム」を設置（2017 年度～）し，現行の購読モデルからオープンアクセ

スへの転換の可能性について，検討を行っている。 
Ø JUSTICE の OA2020 ロードマップ「購読モデルから OA 出版モデルへの転換

をめざして」を総会で承認し，日本語版及び英語版を公開（2019.3）。 
Ø Web of Science のデータを基に，論文公表実態調査を実施し，報告書を公開す

ると共に，会員館への詳細データの提供を開始（2019.5）。 
 

(5) 国内電子書籍の導入促進検討 
・ 電子資料契約実務必携の 「電子書籍」（旧「電子ブック」）の章を改訂（2018.10） 
・ 会員館の状況やこれまでの情報収集・協議を踏まえて，大学図書館がより導入しや

すい契約モデル・条件をベンダーから引き出すための活動を行っていたが，2019 年

度は活動を休止することとした。 



3. 電子リソースのバックファイル・電子コレクション等の拡充 
・ NII の経費的支援により，現在 3 種類のコレクションを大幅割引価格で提案中。 
Ø EEBO : Early English Books Online（初期英語書籍集成データベース）：62 大学

（除くコンソーシアム成立前 7 大学。2019.4.22 現在） 
Ø America’s Historical Imprints Series I : Evans, 1639-1800（初期アメリカ刊行物資

料集成）（コンソーシアム成立前 4 大学。2019.5.15 提案書開示） 
Ø The Making of the Modern World Part III（MOMW III, 社会科学系学術図書）（コ

ンソーシアム成立前 4 大学。2019.6.7 提案書開示） 
 
4. 電子リソース管理システムの共同利用 
・ 「これからの学術情報システム構築検討委員会」の電子リソース管理システムの利

用可能性の検証に協力している。 

 
5. 電子リソースの長期保存とアクセス保証 
・ 世界中の大学図書館および学術出版社が共同運営する大規模なダークアーカイブ

（保存）プロジェクト “CLOCKSS” について，NII と連携し，国内参加館の拡大を

図っている。 
・ CLOCKSS 未参加の出版社に対しては，出版社交渉時に参加を要求している。 

 
 
6. 電子リソースに関わる図書館職員の資質向上 
(1) 研修会の開催 

・ 2018 年度開催 
Ø JUSTICE 電子資料契約実務研修会 in 福岡 

内 容 ①電子資料の有効利用のために：『電子資料契約実務必携』の活用 

②電子資料契約実務事例紹介および意見交換 

日 時 2018 年 7 月 6 日（金）13:30～17:00 

会 場 西南学院大学 

参加者 26 名（運営担当 8 名含） 
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Ø 勉強会（版元提案説明会開催前） 

内 容 電子資料の有効利用のために：『電子資料契約実務必携』の活用 

日 時 2018 年 9 月 5 日（水）10:30～11:45  ※版元提案説明会の初日 

会 場 一橋大学一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋 学術総合センター） 

参加者 179 名 
・ 2019 年度開催予定 
Ø JUSTICE 電子資料契約実務研修会 

7 月 12 日(金) 名古屋大学 東海地区対象 

Ø 勉強会（版元提案説明会開催前） 
9 月 12 日(木) 一橋大学一橋講堂 全会員館対象 

 
(2) 実務研修（NII 実務研修制度による，JUSTICE 事務局での OJT 研修） 
・ 2018 年度は応募なし 
・ 2019 年度募集中 

 
7. 広報および情報収集・提供に係る活動 
(1) 会員館向け広報誌 “jusmine” の発行（年 3 回程度発行予定） 

号 発行日 特集等 

No.34 2019.3.28 JUSTICE 総会・版元提案説明会開催報告 

No.35 2019.4.25 
『電子ジャーナルに関する学内向け説明資料』紹介 

2019 年度 JUSTICE 活動予定 

JUSTICE ウェブサイト紹介 

No.36 
2019.8 月 
（予定） 

電子資料契約実務研修会 in 名古屋 

 
(2) 電子ジャーナルに関する学内向け説明資料の公開（JUSTICE 会員館限定ウェブペー

ジに 2019.3.1 に掲載）  
 
(3) 関連外部団体が主催するイベント等への参加 

日程 イベント名〔開催地〕 参加内容 

2019.6.14 第 51 回公立大学協会図書館協議

会総会〔島根県浜田〕 

総会における講演 

2019.6.20-21 第 66 回国立大学図書館協会総会 

〔岡山〕 

総会における活動報告 

ブース出展による広報活動（事務局） 

2019.8.29-30 

（予定） 

私立大学図書館協会第 80 回総会 

・研究大会〔八王子〕 

ブース出展による広報活動（事務局） 

 
 
 



(4) 国際会議への派遣 
・ OA2020 の EoI 署名機関が中心になって協議を行う国際会議 Berlin Open Access 

Conference に，運営委員会委員長を派遣した。 
回次 日程 開催地 派遣者 

14th 2018.12.3-4 ベルリン（ドイツ） 市古みどり（慶應義塾大学）運営委員会委員長 

・ OA 出版モデルへの移行契約に関する実務者向けワークショップ Global ESAC 
Workshop に，運営委員会委員長を派遣した。 

回次 日程 開催地 派遣者 

4th 2019.5.28-29 ミュンヘン（ドイツ） 市古みどり（慶應義塾大学）運営委員会委員長 

・ 国際図書館コンソーシアム連合（ICOLC : International Coalition of Library Consortia）
の春季（北米）と秋季（欧州）の国際会議に，会員館の職員を派遣し，海外のコン

ソーシアムとの情報共有・意見交換を行っている。 
回次 日程 開催地 派遣者 

春季 

会合 

2019.4.7-10 バンクーバー

（カナダ） 

山形 知実（北海道大学）元事務局職員 

吉田 芙弓（東北大学）事務局職員 

秋季 

会合 

2019.10.20-

23（予定） 

ルクセンブルク 

（ルクセンブルク） 

市古みどり（慶應義塾大学）運営委員会委員長 

吉田 芙弓（東北大学）事務局職員 

 
8. 会議 
(1) 総会 
・ 2018 年度総会 

日 時 2019 年 3 月 5 日（火）13:00～16:30 

会 場 一橋大学一橋講堂中会議場（東京都千代田区一ツ橋） 

出席館 473 館（うち，委任状による出席 346 館）出席率 87.4% 

内 容 【第一部】報告事項 

2018 年度活動報告，OA2020 対応検討チーム活動報告 

【第二部】協議事項 

2018 年度決算案，JUSTICE OA2020 ロードマップ， 
2019 年度活動計画・予算案，2019 年度運営委員会委員案， 

2021 年度以降の会費について 

Ø JUSTICE 事務局員の安定した確保の一助とするため，2021 年度から会費額を

変更することが了承された。 
・ 2019 年度総会（開催予定） 

日 時 2020 年 2 月 28 日（金）午後 

会 場 一橋大学一橋講堂中会議場（東京都千代田区一ツ橋） 

 
  



(2) 運営委員会（年 4 回開催予定） 

回次 開催日 主な議題 

第 2 回 2018.11.19 2019 年度以降の活動体制，出版社交渉の状況，ほか 

第 3 回 2019.1.17 総会の議事について，出版社交渉について，ほか 

第 4 回 2019.3.15 総会の開催報告，2019 年度活動スケジュール，ほか 

第 1 回 2019.6.5 2019 年度の活動体制，出版社交渉の状況，ほか 

 

9. 2019 年度委員等名簿（2019 年 6 月 21 日現在） 
(1) 運営委員会委員〔14 名〕 

筑波大学学術情報部情報企画課長 成澤めぐみ  

東京大学附属図書館事務部長 江川 和子  

東京大学附属図書館情報管理課長 細川 聖二 交渉作業部会主査 

京都大学附属図書館学術支援課長 山中 節子 調査作業部会主査 

広島大学財務・総務室図書館部図書学術情報企画グループリーダー 岡田 高志  

横浜市立大学学務・教務部学術情報課長 河西  徹  

大阪府立大学学術情報課課長代理 赤崎 久美  

慶應義塾大学三田メディアセンター事務長 市古みどり 委員長 

東京慈恵会医科大学学術情報センター課長 北川 正路  

明治大学学術・社会連携部図書館総務事務室副参事 柴尾  晋  

早稲田大学図書館調査役（電子資料担当） 笹渕 洋子  

関西大学図書館事務長 濱生 快彦 広報作業部会主査 

国立情報学研究所学術基盤推進部次長 木下  聡  

国立情報学研究所学術基盤推進部図書館連携・協力室長 平田 義郎 事務局長 

(2) 作業部会委員〔31 名〕 

北海道大学 本間静一郎  信州大学 小島 浩子  中央大学 佐藤 健士 

東北大学 菅原 真紀  静岡大学 小野 華子  東京理科大学 関口 和仁 

筑波大学 福井  恵  名古屋大学 山川 幸恵  法政大学 井口  幸 

千葉大学 池尻 亮子  京都大学 梶谷 春佳  明治大学 西脇亜由子 

千葉大学 宿谷みゆき  大阪大学 白石 真之  早稲田大学 岡本 諒子 

東京大学 新見 槙子  大阪大学 藤田 直美  同志社大学 稲岡  彩 

東京大学 立原 ゆり  九州大学 原賀可奈子  立命館大学 蔵城 一樹 

東京工業大学 伊藤 志帆  九州大学 小柳 真弓  関西大学 大上 良樹 

一橋大学 赤木真由子  横浜市立大学 田中 千尋  関西学院大学 赤坂  亨 

横浜国立大学 水野 琴海  大阪市立大学 中村  健    

新潟大学 小杉しおり  慶應義塾大学 藤本 優子    

(3) 作業部会協力員〔3 名〕 

北海道大学 山形 知実  神戸大学 末田真樹子  国立情報学研究所 尾城 孝一 



(4) 事務局職員〔3 名〕 

国立情報学研究所学術基盤推進部図書館連携・協力室長 平田 義郎 （東京大学） 

国立情報学研究所学術基盤推進部図書館連携・協力室 玉川 恵理 （近畿大学） 

国立情報学研究所学術基盤推進部図書館連携・協力室 吉田  芙弓 （東北大学） 

 
以上 



 
 

2019 年 3 月 5 日 

購読モデルから OA 出版モデルへの転換をめざして 
～JUSTICE の OA2020 ロードマップ～ 

 
1．ロードマップの背景 

JUSTICE は，「電子ジャーナル等の電子リソースに係る契約，管理，提供，保存に係

る総合的な活動等を通して，わが国の学術情報基盤の整備に貢献する」ことを目的とし

て，これまでビッグディールを中心とした購読契約に係る出版社との交渉に力を注いで

きた。その結果，経費を抑えつつ，アクセス可能な学術雑誌数を増やし，さらには大学

間の情報格差を緩和するという成果を挙げてきた。しかし，学術雑誌の継続的な価格上

昇や量的増加により，購読経費は増大している。このため，日本だけでなく世界各国の

大学・研究機関においても，購読契約の継続が厳しさを増している。 
この難問の抜本的な解決策の一つは，購読モデルから OA 出版モデル(1) への転換であ

る。その転換を加速するためのさまざまな取り組みの中で，近年特に注目されているの

が OA2020(2)である。OA2020 に賛同する欧州各国は，2020 年には主要な出版社のジャー

ナルを OA 出版モデルによって OA に転換することを目標とし，国や研究助成団体の政

策的・財政的な支援(3)の下で，新たな契約モデルの試行に取り組んでいる。    
 
2．ロードマップの目的 

JUSTICE は，新たな契約モデルの検討を進める以外に現状の打開策はないとの認識

から，こうした海外の動向に注目し，情報収集を続けている。その一環として，2016 年

8 月には OA2020 の関心表明に署名し，データ分析を通じて，日本における OA 出版モ

デルへの転換の実現可能性の確認を行ってきた。これに続く本ロードマップ策定の目的

は，OA 出版モデル実現までの移行期を乗り越える道筋を明らかにすることである。現

在の学術情報流通には，既に購読料に加えて APC(4)という費用が支払われており，日本

においてもこの総額は増加の一途を辿っている。これを放置すれば，購読モデルも維持

できず（読めない），APC も支払えない（出版できない）世界になりかねない。軸足を

購読から出版へ移していくために，学術情報流通のトータルコスト（購読料と APC 支

払の総額）を管理可能にするモデルを模索していく必要がある。 
 
3．ロードマップ策定とこれから 

OA 出版には，APC 収入の集中や APC の価格上昇により学術出版の寡占化が一層進

むのではといった懸念(5)がある。出版社への支払い減少といった効果が容易に得られる

とは限らず，予算の再配分や業務フローの変革を伴うものでもある。しかし，OA 出版

された論文は，誰もが無料で利用できる。この点だけでも現状の購読モデルよりも学術

情報流通の面では改善である。さらに価格が可視化され，比較や選択による健全な競争

をもたらす効果が期待できる。こうした転換の流れが結果的に出版コストを下げ，購読

料に拘束されている資金を新たな学術情報流通の基盤整備に開放していくはずである。 
学術研究と学術情報流通が国境を越えて広がる中，わが国の学術情報基盤を維持する

ためにも，前述のような国際状況と同調することは一層重要になっている。学術情報流

通の変革の中で，JUSTICE が今後も「学術情報基盤の整備への貢献」という使命を果た

していくために，本ロードマップの策定が，出版社との交渉や国内外の関係者との協働

を進め，会員館の一層の理解と相互の連携を深める契機となることを期待する。 
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4. JUSTICE の OA2020 ロードマップ 

 
 
Ø データ収集・分析 
交渉に必要となるのは，購読料，論文産出数，APC 支出等に関する正確なデータである。

引き続き，データの収集，整理，分析を進めるとともに，論文産出数の推移，コスト，

OA 進捗などについて，不断にモニターできる体制を整える。 
Ø OA 出版モデル契約に向けた試行 

OA 出版モデルの実現に向けた交渉を始める。購読モデルとの同時提案や一部大学を想

定した提案のほか，トータルコスト管理につながる多様なモデル(6)を交渉対象とする。 
Ø OA 出版モデル契約に向けた展開 

試行が成功したら，そのモデルを段階的に他の会員館，他の出版社へ展開する。 
Ø 購読料の振替，助成 
各大学において，購読料が OA の支援経費となるよう予算配分方法を変えていく必要が

ある。さらに，論文産出数が多い大学は，これまでの購読料からの振替だけでは経費が

不足するおそれがあり，なんらかの追加予算が必要であると考えられる(7)。海外では研

究助成団体による支援等が行われている。これらの取り組みを進めるために，関係者へ

の普及広報活動を継続する。 
Ø 合意・協力 

OA 出版モデルの実現を前提とした交渉に応じない出版社に対し，購読，編集及び査読

のボイコットも辞さない姿勢で交渉を行うならば，図書館だけでなく，研究者の後ろ盾

が必要となる。それを得るために，大学執行部や国立大学協会，公立大学協会，日本私

立大学連盟及び日本私立大学協会などへの働きかけを行う(8)。 
Ø 補足的な取り組み 

・ バックファイルのナショナルライセンス 
過去に出版された論文については，ナショナルライセンス化を進めることにより，

実質的な OA を実現する。 
・ 非 APC 型 OA の取り組み(9) 

APC がなじまない学術情報の OA 化を進めるため，図書館共同出資モデル等の非

APC 型の取り組みに対しても支援策を検討する。 
・ 代替出版プラットフォーム(10) 

学術コミュニティ主体の代替学術出版プラットフォームの普及に協力する。 
 

以上 
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(1) Open Access とは，インターネット上で，論文等の学術情報を誰もが無料で利用でき

るようにすること。利用者側に無料でアクセスを提供するために，なんらかの方法で

出版経費等を賄う必要がある。OA 出版モデルとは，研究成果を「読む」ために料金を

支払う購読モデルに対して，研究成果を OA で「出版する」ことに主眼を置くモデル。 
(2) ドイツのマックス・プランク研究所が主導するイニシアティブ。詳細は「OA2020 に

関する FAQ」の Q1 参照。 
(3) 欧州の 11 の研究助成機関が開始したイニシアティブ「cOAlition S」も政策的・財政

的な支援の一つと考えられる。cOAlition S は，2020 年までに公的助成を受けた研究

成果を OA ジャーナルや OA プラットフォームで公開義務化するという目標と，その実

現のための 10 原則「Plan S」を掲げ，世界中の研究助成機関の参加を呼び掛けてい

る。 
(4) Article Processing Charge。論文出版料のこと。論文を OA で出版する際には，著者

が APC を支払う著者支払いモデルが主流。 
(5) 大手出版社の寡占や APC の価格上昇に関する懸念についての回答は，「OA2020 に関

する FAQ」の Q10，11 参照。 
(6) 購読モデルから OA 出版モデルの移行期には，購読と OA 出版双方の要素を含む契約

モデルとして，Read&Publish 契約や APC の割引，購読料に応じたクーポンの発行な

どの多様なモデルが考えられる。 
(7) JUSTICE の試算では，国内の幾つかの大学で APC 経費が不足する可能性を示す結果

が出ている。OA2020 では，そのような場合の対応についても検討されている。詳細

は，「OA2020 に関する FAQ」の Q9 参照。 
(8) ドイツでは Project DEAL という国レベルの契約交渉が行われており，ドイツ大学長

会議が大きな役割を担っている。 
(9) SCOAP3 などが非 APC 型 OA の取り組みに該当する。また著者支払いモデルが馴染ま

ない可能性のある分野等についての考え方は，「OA2020 に関する FAQ」の Q8 参照。 
(10) 機関リポジトリや日本における J-STAGE も代替出版プラットフォームの一つと考え

られる。 

                                                   



 

大学図書館コンソーシアム連合会費規程 
 

平成２５年２月２０日 
制 定 

改正 ２０１９（平成３１）年３月１５日 
 
（総則） 
第１条 「大学図書館コンソーシアム連合要項」の第１８条に基づき，大学図書館コンソ

ーシアム連合（以下「連合」という。）の会費に関して必要な事項を定めるものとする。 
 
（会費の額） 
第２条 連合の会費額は，会員の大学等の常勤教員数及び大学院定員の合計人数（以下「構

成員数」という。）により，次のとおりとする。 
 
２０２０年度まで 

区分 構成員数 会費額（年額） 
Ａ 5,001 人以上 60,000 円 
Ｂ 1,001 人～5,000 人 40,000 円 
Ｃ 1 人～1,000 人 20,000 円 

 
２０２１年度から 

区分 構成員数 会費額（年額） 
Ａ 5,001 人以上 84,000 円 
Ｂ 1,001 人～5,000 人 56,000 円 
Ｃ 1 人～1,000 人 28,000 円 

 
（会費の納入） 
第３条 会員は，毎年７月末日までに会費全額を納入するものとする。 
２ 会費の分納は，認めないものとする。 
３ 会費は，連合の事務局が指定する金融機関に振り込むものとする。 
４ 年度の途中から入会した場合は，原則として，入会が承認された翌月の末日までに会

費全額を納入するものとする。  
 
（支援金） 
第４条 会員及び会員以外の個人または団体が会費以外の負担（以下「支援金」という。）

を希望する場合は，運営委員会の承認を受けるものとする。 
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２ 運営委員会委員長は，前項の事実が発生した場合には，総会において報告を行わなけ

ればならない。 
 
（会費の管理） 
第５条 会費及び支援金の管理は，連合事務局を置く国立情報学研究所において行う。 
 
附則 
この規程は，平成２５年４月１日から施行する。 
 
附則 
この規程は，２０１９（平成３１）年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 



  
 

2 0 1 9 年 7 月 2 日 
こ れ か ら の 学 術 情 報 
システム構築検討委員会 

 
2019 年度 これからの学術情報システム構築検討委員会活動報告 

 
１. 活動体制 
（１）委員会 
û 委員の構成：国公私立大学図書館（7 名）、国立情報学研究所（3 名）、有識者（3

名） 
û 委員長：小山憲司（中央大学教授） 

（２）事務局 
û 国立情報学研究所 学術基盤推進部 学術コンテンツ課 

 
２. 委員会のミッション 
（１）委員会規程第２条 

 委員会は、協定書の第２条第１項に掲げる事項のうち、（３）「電子情報資源を含む

総合目録データベースの強化」に関する事項を企画・立案し、学術情報資源の基盤構

築、管理、共有および提供にかかる活動を推進することを目的とする。さらに、同項

の（４）「学術情報の確保と発信に関する人材の交流と育成」および（５）「学術情報

の確保と発信に関する国際連携の推進」について、（３）に関連するものを含むもの

とする。 

（２）本年度のミッション 

 2019 年 2 月 15 日付で公開した「これからの学術情報システムの在り方について

（2019）」に示した各課題について、2022 年を目途とした目標設定とスケジュール策

定を行うとともに、課題解決に向けた具体的な活動を行う。 
課題としては、以下のとおりである。 
(ア) 統合的発見環境を可能にする新たな図書館システム・ネットワークモデルの構築 
(イ) 持続可能な運用体制の構築 
(ウ) システムの共同調達・運用に向けた課題検討 

 
３. 活動状況（2019 年 2 月～6 月） 
（１）委員会での協議 

回次 開催日 主な検討内容 

第 24 回 2019 年 6 月 24 日（月） 

û 2019 年度の活動体制について 
û 大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）

との連携体制について 
û 図書館総合展について（審議） 
û CAT2020 について 
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（２）「これからの学術情報システムの在り方について（2019）」の公開 

2017 年度の検討および「これからの学術情報システムに関する意見交換会」を経

て、第 20 回委員会では、「これからの学術情報システムの在り方」の前提となる、今

後目指すべき学術情報基盤について議論を行った。また、第 22 回委員会では、2015
年度に公開した「これからの学術情報システムの在り方について」の改訂（案）を作

成し、第 23 回委員会での議論を踏まえて、「これからの学術情報システムの在り方に

ついて（2019）」として 2019 年 2 月 15 日付で公開した。 
https://www.nii.ac.jp/content/korekara/archive/korekara_doc20190215.pdf 

 
（３）電子リソースデータ共有作業部会の活動報告の公開 

2018 年度の検討の報告として、以下の資料を公開した。 
(ア) 電子リソース業務の管理基盤・ワークフロー構築についての検討（2018 年度報

告） 
https://www.nii.ac.jp/content/korekara/archive/korekara_doc20190125-1.pdf 

(イ) 電子ブック等のメタデータの体系的な整備のための調査・検討 
https://www.nii.ac.jp/content/korekara/archive/korekara_doc20190125-2.pdf 

(ウ) 電子リソースデータ共有作業部会海外視察報告 
https://www.nii.ac.jp/content/korekara/archive/korekara_doc20190125-3.pdf 

 
（４）2019 年度の以降の作業部会の活動 

 「これからの学術情報システムの在り方について（2019）」に基づき、電子リソー

スデータ共有作業部会及び NACSIS-CAT 検討作業部会を廃止し、新たにシステムモ

デル検討作業部会及びシステムワークフロー検討作業部会を設置し、検討を進めるこ

ととした。 
 
（５）『大学図書館研究』2019 年 111 巻への論文の投稿 

 これから委員会および両作業部会の活動に関して、以下の論文を投稿した。 
（ア） 小山憲司．これからの学術情報システムの構築を目指して 

https://doi.org/10.20722/jcul.2033 
（イ） 飯野勝則．電子リソースデータの「共有」とその先に見えるもの 

https://doi.org/10.20722/jcul.2031 
（ウ） 佐藤初美．NACSIS-CAT/ILL の再構築について 

https://doi.org/10.20722/jcul.2032 
 

（６）イベント 
(ア) 国立情報学研究所学術情報基盤オープンフォーラム 2019（5 月 30 日）におい

て、「CAT2020：目録所在情報システムのこれから」と題して、CAT2020 の変

更点、CAT2020 のテスト運用・マニュアル類の改訂、「これからの学術情報シ

https://www.nii.ac.jp/content/korekara/archive/korekara_doc20190215.pdf
https://www.nii.ac.jp/content/korekara/archive/korekara_doc20190125-1.pdf
https://www.nii.ac.jp/content/korekara/archive/korekara_doc20190125-2.pdf
https://www.nii.ac.jp/content/korekara/archive/korekara_doc20190125-3.pdf
https://doi.org/10.20722/jcul.2033
https://doi.org/10.20722/jcul.2031
https://doi.org/10.20722/jcul.2032


  
 

ステムの在り方について（2019）」について報告し、346 名の参加者があっ

た。 
(イ) 第 21 回図書館総合展（11 月 12 日）において、「これからの学術情報システム

の在り方」をテーマとしたフォーラムを開催する予定である。 
  



  
 

４. 2019 年度委員等名簿（2019 年 7 月 2 日現在） 
（１） これからの学術情報システム構築検討委員会委員

 
（２） システムモデル検討作業部会委員 

 
（３） システムワークフロー検討作業部会委員 

氏 名 所 属 機 関 ・ 職 名 備考 

小山 憲司 中央大学文学部教授 委員長 
相原 雪乃 北海道大学附属図書館事務部長  
佐藤 初美 東北大学附属図書館情報管理課長  
米澤  誠 京都大学附属図書館事務部長  
粟谷 禎子 公立はこだて未来大学情報ライブラリー  
原   修 立教大学図書館利用支援課長  
飯野 勝則 佛教大学図書館専門員  
近藤 茂生 立命館大学学術情報部次長  
柴尾  晋 明治大学学術・社会連携部図書館総務事務室副参事  
福島 幸宏 東京大学大学院情報学環 特任准教授  
塩崎  亮 聖学院大学基礎総合教育部 准教授  
大向 一輝 国立情報学研究所コンテンツ科学系准教授  
小野  亘 国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課長  
片岡  真 国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課副課長  

氏 名 所 属 機 関 ・ 職 名 備考 

相原 雪乃 北海道大学附属図書館事務部長 主査 

米澤   誠 京都大学附属図書館事務部長  

粟谷 禎子 公立はこだて未来大学情報ライブラリー  

近藤 茂生 立命館大学学術情報部次長  

小野  亘 国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課長  

氏 名 所 属 機 関 ・ 職 名 備考 

飯野 勝則 佛教大学図書館専門員 主査 

磯本 善男 北海道大学附属図書館研究支援課医系グループ・医学系 
図書担当係長 

 

小島 早智 北海道大学附属図書館管理課雑誌受入担当  
佐藤 初美 東北大学附属図書館情報管理課長  
田口 忠祐 東京大学医学部・医学系研究科情報サービス係長  



  
 

 
以上 

村上  遥 東京外国語大学総務企画部学術情報課目録係長  
阪口 幸治 電気通信大学学術国際部学術情報課情報受入係長  
野間口 真裕 京都教育大学研究協力・附属学校支援課図書・情報グループ

主任 
 

藤江 雄太郎 大阪大学附属図書館利用支援課情報ナビゲート班  
末田 真樹子 神戸大学附属図書館情報管理課電子図書館係  
江上 敏哲 国際日本文化研究センター情報管理施設資料課資料利用係長  
大西 賢人 国際日本文化研究センター情報管理施設資料課目録情報係長  
林  賢紀 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター 

企画連携部 情報広報室 情報管理科 情報管理係長 
 

川畑 卓也 奈良県立図書情報館  
福島 幸宏 東京大学大学院情報学環 特任准教授  
塩崎  亮 聖学院大学基礎総合教育部 准教授  
渡邊 隆弘 帝塚山学院大学人間科学部 教授  

（事務局職員） 国立情報学研究所学術基盤推進部図書館連携・協力室 
（JUSTICE 事務局） 

 

小野  亘 国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課長  



2019 年 2 月 15 日 

これからの学術情報システム構築検討委員会

これからの学術情報システムの在り方について（2019） 

 「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は， 

2015 年 5 月に「これからの学術情報システムの在り方について」（以下「在り方」）をまと

め，電子情報資源のデータ管理・共有のワークフローの検討及び NACSIS-CAT/ILL の再構

築（軽量化・合理化）に取り組んできた。以下では，これまでの検討を整理し，現在の目録

所在情報サービス機能を維持しつつ，電子情報資源への対応等，より豊かな機能を各機関が

選択的に導入できるシステムの実現に向け，2022 年を目処とした進むべき方向性，次に取

り組むべき課題，及び検討体制を提示する。

なお，本文書内で使用する用語については，文書末尾の「用語集」を参照のこと。

１．取り巻く環境の変化

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

け，1985 年に総合目録データベースの形成と図書館間相互利用を目的とする「目録所

在情報サービス（NACSIS-CAT/ILL）」の運用が開始されて以来，今日までに学術情報

を取り巻く環境には様々な変化が起きている。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・管理のあ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。

２．これまでの検討

本委員会では，「在り方」に基づき，電子情報資源・印刷体を区別することなく統合

的に発見でき，最終的に必要とする学術情報にアクセスできる，国レベル及び各図書館

レベルの環境（これを「統合的発見環境」と呼ぶ）の構築に向けた検討を行ってきた。

電子情報資源については，ERDB-JP の構築・運用による国内刊行の電子リソースの

データ共有を推進するとともに，商用システムの検証を通じて，契約から利用まで一貫

したワークフローの仕組みを検討してきた（「電子リソース管理システムの利用可能性

の検証について（平成 28 年度最終報告）」及び「同（2017 年度最終報告）」）。そのなか

で，電子情報資源の効率的なワークフロー実現のためには，契約パッケージに含まれる

タイトルリストや利用条件等の各機関共通のデータを共有できる中央システムが必要

であること，また各機関が契約情報やアクセス情報を管理する図書館システムとの適

切な連携によって，重複する業務の削減につながることが明らかになった。



印刷体については， 2020 年度の実現に向けた NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化

の方策として，「外部機関作成書誌データのシステム登録時の事前処理」や「出版物理

単位での書誌作成」等，書誌データ作成方針の変更を進めている（「NACSIS-CAT/ILL

の軽量化・合理化について（最終まとめ）」（2018 年 10 月 19 日公開，以下「最終まと

め」））。 

これらの検討を踏まえ，本委員会は統合的発見環境の整備を具体化するために，国レ

ベルで整備する中央システムと各機関が運用する図書館システムが相互に連携し，電

子情報資源・印刷体それぞれの管理・運用に必要なデータを統合的に利用可能とするシ

ステム環境（つまり，現在の目録所在情報サービスの枠組みを拡張した新たな図書館シ

ステム・ネットワーク）の構築が必要となることを確認した。その際，近年ではクラウ

ド等の技術進展や電子情報資源・印刷体を区別なく扱うことのできるシステムの登場

によって，統合的発見環境を実現する選択肢が広がっていること，システムの共同調

達・運用によってこの新たな図書館システム・ネットワークを実現し，各機関でのコス

ト削減と運用強化を図る新たな可能性があることも議論した。同時に，その整備にあた

っては，従来の NACSIS-CAT/ILL が提供する印刷体を中心とした書誌情報の供給及び

資源共有の機能を維持しつつ，各機関がより豊かな機能（電子情報資源のワークフロー

をサポートする機能や，電子情報資源と印刷体のワークフローが一体となったシステ

ム，電子情報資源も含めた ILL 機能等）を選択的に導入できるシステム構築を目指す

べきことが確認された。 

 

３．進むべき方向性 

これまでの検討を踏まえ，これからの学術情報システムが実現すべき機能及び検討

課題について，以下の 5 点にまとめた。 

(1) 統合的発見環境を可能にする新たな図書館システム・ネットワークの構築 

 統合的発見環境の実現に向け，従来の NACSIS-CAT/ILL の枠組みを維持しなが

ら，より豊かな機能を各機関が選択的に導入できる環境を整備する。そのために，

国立情報学研究所等が集中的に提供する中央システムと，各機関が中央システム

と連携して運用する図書館システムを有機的に連携させた新たな図書館システ

ム・ネットワークがサポートする機能を定め，それぞれが担うべき役割を整理する。 

(2) 持続可能な運用体制の構築 

 新たな図書館システム・ネットワークを運用するための持続可能な枠組み及び

コスト負担等について検討を行う。 

(3) システムの共同調達・運用への挑戦 

 これまで各機関や国立情報学研究所がそれぞれ単独で調達・運用してきたシス

テムの共同調達・運用を選択肢とした課題解決の実現可能性を見極めるため，コス

ト，各機関での分担，運用主体等について，踏み込んだ検討を行う。 



(4) メタデータの高度化 

 他機関（NDL，出版社等）と連携し，RDA（Resource Description and Access）

及び日本目録規則 2018 年版への対応のほか，BIBFRAME 等の新たな国際標準へ

の対応について検討を行う。 

(5) 学術情報資源の確保 

 印刷体とともに，幅広く電子情報資源（大学等のデジタルアーカイブや過去資料

の電子化を含む）を確保するとともに，統合的発見環境を通じたアクセス及び資源

共有を推進する方策を検討する。 

 

４．次に取組むべき課題 

 本委員会では，3 のうち，次に取組むべき課題を以下の 3 点とする。 

(1) 統合的発見環境を可能にする新たな図書館システム・ネットワークのモデル構築 

(2) 持続可能な運用体制の構築 

(3) システムの共同調達・運用に向けた課題検討 

 

５．検討体制 

 4 への取組みは，大学図書館等と国立情報学研究所との連携の下，以下の体制で進め

る。 

(1) 本委員会の下に，上記課題に対応した新たな検討体制を組織する。 

(2) ライセンスされた電子情報資源の確保を強化する「大学図書館コンソーシアム連

合」，大学等の研究成果の発信システムを強化する「オープンアクセスリポジトリ

推進協会」とともに課題の解決に向けた具体的な取り組みに着手する。 

(3) 大学図書館の各協(議)会等及び関係諸機関と一層の連携を図る。 

 

※ 本委員会における検討状況は，以下でご確認いただけます。 

https://www.nii.ac.jp/content/korekara/about/document/  



用語集 
 

この用語集は，本文書内で使用されている用語を補足する用途に限って作成したもので，

一般的な文脈で使用される場合とは説明内容が異なる場合があります。 

 

統合的発見環境 

電子情報資源・印刷体を区別することなく統合的に発見し，さらに，最終的に必要と

する学術情報にアクセスできる国レベル及び各図書館レベルの環境のこと。今まで検

索できなかった情報が検索できるようになる，検索時点では意図していなかった情報

を偶然見つけられる，両方の意味を含む。 

 

図書館システム・ネットワーク 

図書館がシステムを通じて相互に連携・協力を行うためのネットワーク。NACSIS-

CAT/ILL を中心とした図書館システム・ネットワークでは，中央システムである

NACSIS-CAT/ILL に，参加機関が運用する図書館システムが CATP プロトコルで

接続して（一部 WebUIP，Z39.50）書誌情報及び所蔵情報を共有し，30 年以上に

わたり印刷体を主とした目録業務や相互利用業務を効率的に行ってきた（図１）。

また，本文書では，新たな図書館システム・ネットワークとして，印刷体のほか電

子情報資源にも対応する方向性や，図書館システム・ネットワークの一部を共同調

達・運用する可能性について提案している（図２）。 

 

中央システム 

各機関で必要となるデータや機能を，国やコンソーシアムレベルで一元的に管理・

運用するシステムのこと。国立情報学研究所が運用する NACSIS-CAT/ILL，IRDB，

ERDB-JP 等が該当する。 

 

図書館システム 

各機関が独自に運用するシステムのこと。NACSIS-CAT/ILL クライアントを中心

とした図書館業務システムのほか，機関独自で運用する機関リポジトリ，デジタル

アーカイブ，OPAC，リンクリゾルバ，ディスカバリーサービスなどもこれに該当

する。 

 



   

図１： 現在の「目録所在情報サービス（NACSIS-CAT/ILL）」を中心とした図書館システ

ム・ネットワーク 

 

   

図２： 電子情報資源や共同調達・運用に対応した，新たな図書館システム・ネットワーク

（イメージ） 



 
 

オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）活動報告 
 
1. 会員機関状況     

                                                                                                                                               
種別 機関数 JC 利用数 

国立大学 74  44  
公立大学 64  56  
私立大学 380  346  
大学共同利用機関 12  11  
短期大学 40  38  
高等専門学校 8  8  
その他（研究機関等） 27  25  

合   計 605  528  
（2019 年 6 月 6 日現在） 

 
 
2. 推移 
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（２）運営体制
会長 立教大学 
監事 お茶の水女子大学，首都大学東京（2019 年 7月 1日～） 
運営委員 15名（会員機関選出） 
作業部会員 53名（2019 年度会員機関選出） 
事務局 2 名（JPCOAR 有期雇用 1 名、NII から支援 1 名） 

※会員機関から出向を検討中

3. オープンアクセスリポジトリ戦略 2019～2021 年度
別紙「オープンアクセスリポジトリ戦略 2019～2021 年度」参照

4. 2019 年度活動計画
オープンアクセスリポジトリ戦略 2019～2021 年度の 5 つの戦略に基づき、年度

活動計画を作成。 

戦略 1. オープンサイエンスの推進に寄与するため、研究データの公開、流通に関する
先導的な取組みを行う。担当：研究データ作業部会 

（１）研究データを公開する基盤の整備に向けて、機関リポジトリの役割、機能要件につ
いて取りまとめる。

（２）研究データの公開、流通促進を図るため、データベースレスキュープロジェクトを
継続する。

（３）研究データの評価指標に関する実務指針“Code of Practice for Research Data Usage
Metrics Release 1"を翻訳し、公開する。

（４）RDM トレーニングツールの理解の助けになる用語集等を作成し、公開する。ま
た、RDMトレーニングツールの機関運用の試行に取り組む。

戦略 2. オープンアクセスを推進する学術情報流通の基盤を整備し、コンテンツの流
通、活用を促進する。担当：コンテンツ流通促進作業部会 

（１）JAIRO Cloud 開発に資する情報提供を行うとともに、参加機関の利用のサポートを
する。

（２）現行の SCPJから JPCOARサイトへの移行を行い、オープンアクセスのインフラを
整備する。

（３）コンテンツ収集のために効果的な方法を検討するため、統計分析等によって現状を
調査する。

（４）JPCOAR スキーマの普及・維持管理を継続して実施する。



 
 

戦略 3. オープンアクセスリポジトリを支えるコミュニティとしての機能を強化する。
担当：コミュニティ強化・支援作業部会 

（１）協会 HP、Facebook、情報誌 CoCOAR での情報提供及び情報発信を行う。 
（２）JAIRO Cloud コミュニティサイトによるサポートを継続するとともに、現有のウェ

ブサイトやコミュニティツールのあり方を整理し、新 JAIRO Cloudへの移行に伴う次
年度以降のサイト運営計画を作成する。 

（３）JPCOAR の活動成果普及、地域単位でのコミュニティ活性化をはかるため、図書
館総合展のフォーラム開催及び地域でのイベントプログラムを実施する。 

（４）会員機関のグッドプラクティスを情報誌やイベントで取り上げて情報共有を図ると
ともに、取組みへの支援策を検討する。 

 
戦略 4. オープンアクセス、オープンサイエンスの推進に対応できる人材育成を行う。 

担当：人材育成作業部会 
（１）オープンアクセス、オープンサイエンスを推進する人材に求められるスキル抽出を

行う。 
（２）対象者、目的に合わせ、研修体系の再構成を行う。 
（３）DSpace 等から JAIRO Cloud への移行相談会を開催する。 
（４）機関リポジトリ新任担当者研修を実施する。 
 
戦略 5. 協会の活動基盤を強化し、JPCOARのブランド力を高める。担当：運営委員会 
（１）作業部会間、運営委員会と各作業部会との連絡を密にし、協会の情報収集力、企画

力の強化をはかる。 
（２）事務局員の確保を図り、継続的な事務局体制を整備する。 
（３）作業部会員の横断的な活動を組織化し、海外の動向調査等、若手、中堅職員のレベ

ルアップを図り、人的活動基盤を強化する。 
（４）協会の活動及びその成果を広く発信し、国内外での認知度を向上させる。 
（５）COAR Annual Meeting 及び COAR Asia OA Meeting 等に会員を派遣し、JPCOAR

のプレゼンスを高める。 
（６）国大図協オープンアクセス委員会、これからの学術情報システム構築検討委員会、

大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）及び学術情報流通推進委員会（SPARC 
Japan）との連携体制を強化し、文部科学省、内閣府等の政策の動き及び COAR等の
動きへの適切な対応を行う。 

 
5. 会議等 
（１）総会 
 ・2020年 3 月 17 日に通常総会を開催予定。 
（２）運営委員会 



・年 3回の開催予定（第 8回(６月 4 日)開催済み）
（運営委員会委員長が必要と認めた場合は、追加開催）

（３）作業部会
・必要に応じて、作業部会等の打合せを開催。

6. 活動状況（2019 年３月～6 月）
（１）委員会活動等

（２）活動成果
１）COAR Annual Meeting 2019 への出席と口頭発表

日程：2019年 5月 21 日～23日
場所：University of Lyon, Lyon, France

第 10 回総会として、40 か国 110 名の参加があり、各国の関係者との情
報交換に努めるとともに、Pre-conference Workshop: Balancing Local 
Metadata Requirements with Universal Interoperabilityにおいて、JPCOAR
スキーマの報告を行った。

２）Japan Open Science Summit 2019 への協力
日程：2019 年 5月 27日～28 日

回次 開催日 主な検討内容 

2018年度 
総会 

2019年 3 月 13 日 

・2019 年度会長および監事，運営委員会委員の選出
・2018 年度作業部会，タスクフォースの活動報告
・2018 年度決算（経過報告）
・容量拡大への対応に伴う会費規程の改正について
・オープンアクセスリポジトリ戦略 2019～2021 年
度について

・2019 年度予算について

2019年度
臨時総会 

2019年 4 月 9日 
・2019 年度活動計画及び 2019年度運営委員会委員に
ついて（審議）(承認) 

2018年度
監事監査 

2019年 5 月 20 日 ・2018 年度決算の監査実施

第 8回運
営委員会 

2019年 6 月 4日 

・2018 年度決算案及び監査結果について
・JPCOAR 運営委員会・作業部会・事務局の体制につ
いて
・2019 年度作業部会の予算及び活動計画について

2019年度
臨時総会 

2019年 6 月 26 日 ・2018 年度決算案について（承認）



 
 

   場所：国立情報学研究所 
開催協力を行うとともに、5名の作業部会員が講師として報告・発表を行
った。また、JPCOARのポスター掲示を行った。 

   ３）国立情報学研究所学術情報基盤フォーラム 2019 での JAIRO Cloud 移行説明会
の開催 
日程：2019 年 5月 30日 

   場所：国立情報学研究所 
人材育成作業部会を中心に、「駆け込め! DSpace等から JAIRO Cloud (現
WEKO)への移行相談会」を開催し、10 機関からの移行相談を受けた。 

   ４）JAIRO Cloud メタデータ自動入力機能実証実験結果報告（研究者情報連携タス
クフォース ）の公表 

  
（３）今後の予定 

 １）機関リポジトリ新任担当者研修 
   日程：第 1回 2019 年 7月 26 日 会場：国立情報学研究所 
      第 2回 2019 年 9月 30 日 会場：武庫川女子大学 
      定員 各回 50 名 

   ２）第 21 回図書館総合展フォーラム出展 
   日程：2019年 11 月 14 日(木) 

 会場：パシフィコ横浜 
 
7. オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会名簿 

氏 名 所 属 機 関 ・ 役 職 委員長・主査 

結城  憲司 北海道大学附属図書館研究支援課長 研究データ作業部会主査 

鈴木  秀樹 筑波大学学術情報部長  

江川  和子 東京大学附属図書館事務部長 運営委員会委員長 

高橋 菜奈子 東京学芸大学総務部学術情報課長 
コンテンツ流通促進作業部
会主査 

岡部  幸祐 新潟大学学術情報部長  

杉田  茂樹 上越教育大学学術情報課長 人材育成作業部会主査 



 
 

尾崎  文代 岡山大学附属図書館情報管理課長 
コミュニティ強化・支援作業
部会主査 

山本  和雄 鹿児島大学学術情報部長  

上田  理子 札幌市立大学地域連携課長  

折戸  晶子 明治大学図書館総務事務長  

藤原  芳行 立教大学図書館事務部長  

佐藤  翔 
同志社大学免許資格課程センター准教
授 

 

鈴木 恵津子 東京家政大学図書館事務長  

林   正治 
国立情報学研究所オープンサイエンス
基盤研究センター特任助教 

 

小野   亘 
国立情報学研究所学術基盤推進部学術
コンテンツ課長 

 

※2019 年 4月 9 日の臨時総会審議にて承認。 



JPCOAR オープンアクセスリポジトリ戦略 
2019～2021 年度 

＜現状認識－機関リポジトリを取り巻く環境の変化＞ 

オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）は、2016 年の創設以来、世界にも類
をみないオープンアクセスリポジトリコミュニティとして成長を続けている。また、
JPCOAR は、大学図書館界全体として活動するリポジトリの新しいコミュニティとして、
機関リポジトリによる学術文献を中心としたオープンアクセスを進めることで、学術情報
流通の改善を行ってきた。今後もそれが基礎であることに変わりはなく、学術雑誌論文のセ
ルフアーカイブ、紀要論文、学位論文の公開という機関リポジトリの基本的な機能のみなら
ず、リポジトリを通じた知の発信システムとして多様な学術成果の発信を進めていく。一方
で、リポジトリを取り巻く状況は近年大きく変化している。とりわけ、世界的潮流となって
いるオープンサイエンスに関して、「第 5 期科学技術基本計画」では、「オープンサイエンス
とは、オープンアクセスと研究データのオープン化（オープンデータ）を含む概念」とした
上で、イノベーションを生み出す知の基盤としてのオープンサイエンス推進が謳われてい
る。JPCOAR もその設立趣意書にあるように、学術成果のオープン化に寄与するため、オ
ープンアクセスに関するこれまでの取り組みを土台として、オープンサイエンスの推進に、
国内外の団体との連携を密にしながら取り組んでいくことが必要となる。

＜ビジョン＞ 

機関リポジトリをめぐる国内外の状況を踏まえ、リポジトリコミュニティとしての
JPCOAR は、国内外の関係する団体、コミュニティと連携し、リポジトリによる知の発信
システムを構築し、オープンアクセスのより一層の推進を目指す。会員機関のニーズを踏ま
え、多様なコンテンツへの対応、コンテンツの価値を高めるリポジトリの機能向上に努める
とともに、研究データにも対応するリポジトリ環境の整備を行っていくことで、オープンサ
イエンスの推進にも寄与する。また、このめまぐるしく変化する環境に対応し、JPCOAR の
コミュニティとしての機能を強化し、会員機関全体の底上げを図るとともに、新しい時代を
担う中核的な人材の育成に努めていく。

＜オープンアクセスリポジトリ戦略 2019～2021＞ 

JPCOAR はビジョン実現のため、2019 年度から 2021 年度の 3 年間においては以下の 
オープンアクセスリポジトリ戦略をもとに活動を行う。

2019 年 3 月 13 日 
2018 年度総会決定 



1. オープンサイエンスの推進に寄与するため、研究データの公開、流通に関する先導的な
取組みを行う。

2. オープンアクセスを推進する学術情報流通の基盤を整備し、コンテンツの流通、活用を
促進する。

3. オープンアクセスリポジトリを支えるコミュニティとしての機能を強化する。
4. オープンアクセス、オープンサイエンスの推進に対応できる人材育成を行う。
5. 協会の活動基盤を強化し、JPCOAR のブランド力を高める。

＜戦略にもとづく活動＞ 

1．オープンサイエンスの推進に寄与するため、研究データの公開、流通に関する先導的

な取組みを行う。

活 動 計 画 
1.1 研究データ対応を見据えた国内機関リポジトリの役割、機能要件を明らかにし、研

究データを公開する基盤に関する整備を行う。 
1.2 国内外の関連機関と連携し、研究データの情報流通促進及び評価に関する活動を行

う。 
1.3 研究データの管理・共有・公開を促進するため、研究支援に携わる職員の意識、スキ

ルの向上を図り、会員機関における活動を支援する。
実 施 担 当 

研究データ作業部会 

2． オープンアクセスを推進する学術情報流通の基盤を整備し、コンテンツの流通、活用

を促進する。 

活 動 計 画 
2.1 コンテンツ収集の方策を検討し、リポジトリを活用した学術情報のオープン化に寄

与する活動を促進する。 
2.2 著作権等のポリシーに関する動向を確認し、学協会等への適切な働き掛けを行う。 
2.3 多様なコンテンツの流通を支えるメタデータスキーマである JPCOAR スキーマの

普及に努め、国際的な相互運用性を確保するために適切な維持管理を行う。 
2.4 外部データとの連携を支える永続的識別子の活用を促進する。 
2.5 コンテンツの再利用を可能とするため、著作権者等によるライセンスの付与を促進

する。 
2.6 国立情報学研究所と連携・協力し、JAIRO Cloud の機能改善と安定的、持続的な運

営を行う。 
実 施 担 当 

コンテンツ流通促進作業部会



3． オープンアクセスリポジトリを支えるコミュニティとしての機能を強化する。 

活 動 計 画 
3.1 コミュニティ活動を支援するため、会員相互の情報交換の場を提供する。 
3.2 国内外の最先端の取組、技術や知見を収集し、会員機関へ提供する。 
3.3 JAIRO Cloud コミュニティサイト等を通じた、JAIRO Cloud 利用機関へのサポート

を行う。また、JAIRO Cloud 移行機関へのサポートも引き続き実施する。 
3.4 会員機関におけるコンテンツの充実のための取り組みやポリシーの策定など、各機

関が主体的に実施する活動について、コミュニティとして情報共有を図る。 
3.5 会員機関が実施する優れた取り組みへの支援を行い、その成果を協会、会員機関へ

還元する。 
実 施 担 当 

コミュニティ強化・支援作業部会

4． オープンアクセス、オープンサイエンスの推進に対応できる人材育成を行う。 

活 動 計 画 
4.1 オープンアクセス、オープンサイエンスの推進に対応できる人材に必要となる標準

的な技能や知識を明確にする。 
4.2 オンラインによる学習を含め、リポジトリ担当者、研究支援に携わる職員など様々

な対象・レベルの研修の機会の充実を図る。 
4.3 作業部会、タスクフォース、海外派遣などの活動を通じて、オープンアクセス、オー

プンサイエンスを牽引する中核的人材の育成を支援する。 
実 施 担 当 

人材育成作業部会 

5． 協会の活動基盤を強化し、JPCOAR のブランド力を高める。 

活 動 計 画 
5.1 オープンアクセスの推進を図るため、会員機関の拡大を図り、人的及び財政的な活

動基盤をより強固なものにしていく。 
5.2 協会の活動及びその成果を広く発信し、国内外での協会の認知度向上に努め、海外

においては特にアジアでの存在感を高める。 
5.3 リポジトリを活用したオープンアクセス及びオープンサイエンスを推進するため、

関連する国内の機関や組織等と適切に連携を行っていく。 
5.4 国際的な取組みに積極的に関与するため、オープンアクセス、オープンサイエンス

を推進している国際的なコミュニティやイニシアティブとの連携を進める。 
実 施 担 当 

運営委員会 



IRDBコンテンツ数分析
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JAIRO Cloud利⽤機関
構成員数別コンテンツ数
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JAIRO Cloud利⽤機関
機関種別×資源タイプ JPCOARスキーマ

メタデータ
セット / 資
源タイプ
（JPCOAR
スキーマ）

国⽴ 公⽴ 私⽴ 短期 ⾼専 ⼤共 その他 合計

Article 322,858 41,342 409,946 9,235 4,237 32,174 40,654 860,446 

Book 3,807 92 8,041 118 0 3,943 10,092 26,093 

Cartograph
ic Material 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conference 
Object 1,368 154 133 2 1 5,681 14,155 21,494 

Dataset 86 0 3,058 0 0 10 1 3,155 

Image 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lecture 0 0 0 0 0 0 0 0 

Multiple 86,368 11,429 82,737 2,706 188 3,138 12,205 198,771 

Patent 0 0 0 0 0 0 0 0 

Report 19,601 1,680 7,028 14 0 1,453 10,749 40,525 

Sound 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thesis 70,386 5,798 19,663 0 2 1 273 96,123 

総計 504,474 60,495 530,606 12,075 4,428 46,400 88,129 1,246,607 
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JAIRO Cloud利⽤機関
機関種別×資源タイプ junii2

NII資源タイプ
（junii2） 国⽴ 公⽴ 私⽴ 短期 ⾼専 ⼤共 その他 合計

Article 25,520 389 4,591 44 0 2,036 11,950 44,530 

Book 3,807 92 8,041 118 0 3,943 10,092 26,093 
Conference 
Paper 4,915 612 3,551 1 0 1,427 2,570 13,076 

Data or 
Dataset 86 0 3,058 0 0 10 1 3,155 

Departmental 
Bulletin Paper 222,625 33,490 360,945 9,159 4,232 26,474 7,028 663,953 

Journal Article 69,798 6,851 40,859 31 5 2,237 19,106 138,887 
Learning 
Material 1,270 111 1,421 0 0 1 0 2,803 

Others 85,096 11,318 81,316 2,706 188 3,122 12,205 195,951 

Presentation 1,368 154 133 2 1 5,681 14,155 21,494 
Research 
Paper 16,330 355 5,922 14 0 1,452 2,127 26,200 

Software 2 0 0 0 0 15 0 17 
Technical 
Report 3,271 1,325 1,106 0 0 1 8,622 14,325 

Thesis or 
Dissertation 70,386 5,798 19,663 0 2 1 273 96,123 

総計 504,474 60,495 530,606 12,075 4,428 46,400 88,129 1,246,607 
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COAR 総会 2019 参加報告 
 
COAR 総会に参加し、オープンアクセスおよびオープンサイエンスに関する最新の国際動
向について情報収集を行った。10 周年を迎えた今回の総会は 40 か国ほどから約 110 名の
参加があった。 
 
期間：2019 年 5 月 21 日（火）～23 日（木） 
場所：University of Lyon（フランス リヨン） 
報告：松村 友花（JPCOAR コンテンツ流通促進作業部会 作業部会員／神戸大学附属図書

館 情報管理課 情報システム係 係員） 
詳細：https://coar2019.sciencesconf.org/ 

https://www.coar-repositories.org/news-media/report-from-the-coar-annual-
meeting-2019/ 

 
1. 第 10 回総会 

この 1 年間で 15 機関が個別に、1 機関が初の supporting organization として、さらに
1 機関が special member として新規参加となったことが報告された。 
また、会費について通貨価値の変動によって支払うことが難しくなる場合に対処する
ため、前年のユーロに対して 25%以上の切り下げがあった場合は 250 ユーロの会費の
減額を求めることができるという案が提案され、承認となった。 
 
次回の総会は 2020 年 4 月 22 日～24 日にペルー リマでの開催を予定している。 
 

2. メタデータ 
メタデータに対するローカルの需要と国際的な相互運用性（interoperability）とのバラ
ンスをテーマとしたセッションにて、JPCOAR スキーマに関する発表を行った。 
http://doi.org/10.5281/zenodo.3232937 
 
どういった国際標準を参考にしたか、
またどういった部分は日本独自の要素
となったのかについて発表を行ったと
ころ、多くの質問やコメントをいただ
いた。 
会議記述に関する国際標準が見当たら
ないこと等の同じ課題を抱えているこ
とや、COAR の Resource Type Vocab-

写真 1 発表の様子 

資料 No.4-4 
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ulary を独自の使い方（語彙の増減や非階層構造など）をしている点がとても参考にな
るといったコメントの他、affiliation ID は階層構造をもつ必要があるのではといった意
見もいただいた。 
また、数人の方からは詳細について持ち帰って他のメンバーと情報共有したいと聞い
たため、英語版のスキーマガイドラインサイトを紹介した。 
 
発表後のディスカッションでは、メタデータの相互運用性のために必要なことについ
て議論が交わされた。 
会場では COAR に対して、メタデータの新たな国際標準を開発することよりも、各メ
タデータフォーマット・スキーマ間のマッピングを主導していってほしいという要望
が大きかった。 
そのため、COAR は各スキーマの情報を共有するためのホストになったり、それぞれ
がマッピングを考えたり新たなスキーマを策定したりするための手助けとなるツール
を提供したりするべきという結論になった。 
 
国際標準へのマッピング例や実装例が求められていることがセッションを通して感じ
られた。 
JPCOAR スキーマは COAR をはじめとした複数の国際標準を採用しつつも日本固有の
事情を反映した複合的なスキーマなので、他国の参考になれそうだと感じた。 

 
3. ポスター 

会場内にはポスターが掲示されており、Coffee break 時に自由に見てまわれるようにな
っていた。 
林 正治（国立情報学研究所 オープンサイエンス基盤研究センター）氏が作成した
JAIRO Cloud に関するポスターも掲示されており、いくつか質問やコメントをいただ
いた。 
JAIRO Cloud をどれだけの機関が使用しているのか、またすべての大学で使うように
なるのかといった、日本の機関リポジトリに関する状況についてだけでなく、JPCOAR
の詳細（会費や提供しているサービス等）についてなど、それを支える体制についても
関心がもたれている様子であった。 
 

今回は次世代リポジトリが実装フェーズにあたるため、前回と比べて全体的に具体的なシ
ステムやサービスの話が多く感じた。 
また、メタデータとテクノロジやテクノロジとユーザなどの間を埋めるために必要なこと
について度々議論され、別のセッションについても言及されることが多くセッション間で
相互に作用するものとなっていた。 
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1. SCOAP3拠出額の不足について
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1. SCOAP3拠出額の不⾜について
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1. SCOAP3拠出額の不⾜について

 2014年よりフェーズ1（2014-2016）、現在フ
ェーズ2（2017-2019）の3年⽬
2018年よりアメリカ物理学会（American Physical 

Society︓APS）がSCOAP3に加わることが2017年4⽉
末に決まった。

 フェーズ２の参加機関に対する拠出継続の依頼に
加え、不参加の機関に対する参加依頼を⾏い、
2018年は以下のような参加状況となった。
2017年以前から参加、かつまたAPS分拠出機関︓35
2017年以前から参加、かつまたAPS購読なし︓5
2018年から参加、かつまたAPS分拠出機関︓27
フェーズ２全体参加機関︓67

3
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1. SCOAP3拠出額の不⾜について

 ⽇本に拠出が期待されている⾦額
781,000ユーロ

2018年⽇本拠出額︓約493,000ユーロ
不⾜額︓約288,000ユーロ（約3,763万円）

 SCOAP3のGlobal Council(2018年5⽉開催)でも
⽇本の状況について、この不⾜額は現在SCOAP3

不参加国であるロシアやインドよりも多いことが
指摘されると共に、CERNから深い憂慮が⽰され
た。これは⽇本の科学界の国際的な信⽤に関わる
問題であり、あらゆる⽅策を尽くすことが必要で
ある
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NII-REO

I学術機関
リポジトリ

⼤学・学術機関

図書・雑誌情報 研究情報

670機関以上

J-Stage
(JST) NDL 

他機関のDBサービス

論⽂情報

⼤学
図書館等
⼤学

図書館等 1,334機関

JSPS MEXT

論⽂情報の
メタデータ・
リンク情報
2,154万件

CiNii
Articles

機関リポジトリ搭載
の学術情報の

メタデータ・リンク情報
297万件

学術出版社

学協会学協会
学協会

科学研究費助成事業の
研究課題・成果情報

88万件

収集

アーカイブ

電⼦化

収集

機関発信情報

NII-DBR

専⾨学術
情報資源

（データベース）
212万件

専⾨学術情報

NACSIS
-CAT

受⼊

OUP
Springer

＊データ件数は2019（平成31）年3⽉末現在

海外電⼦ジャーナル
等の本⽂情報

390万件
⼈社系電⼦コレ

クション 66万件

共⽤
リポジトリ

CiNii
Books

図書・雑誌の
書誌・所在情報
書誌1,198万件
所蔵1.42億件

KAKENCiNii
Dissertations

博⼠論⽂の
メタデータ・
リンク情報

65万件

データ統合

2. 学術コンテンツ事業の現状

5

論⽂情報

JAIRO
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2. CiNii 学術情報ナビゲータ
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2. CiNii 学術情報ナビゲータ

詳細表⽰ 1,599万回

検索回数 641万回2018年度
⽉間平均

2018年度
⽉間平均

収録件数
（万件）

検索回数
（万回）

2011.11
Books 公開

2015.6
Dissertations
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※ CiNii Articles，Books，Dissertations の合計値（検索回数はAPIを除く）7
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JAIRO Cloudで公開予

定
JAIRO Cloud利⽤

機関リポジトリ登録データ数
（本⽂あり）の推移

⽇本の機関リポジトリ構築数の推移

3. JAIRO Cloud

8

⽇本の機関リポジトリ構築数
独⾃構築とJAIRO Cloud利⽤機関

機関が
JAIRO Cloudを利⽤

NIIが開発・提供する機関リポジトリのクラウドサービス
• 独⾃で機関リポジトリの構築・運⽤が難しい⼤学等に、研究成果の収集・保存・発信を容易にする仕組みを

提供
• JAIRO Cloudにより ・⼤学でのシステム運⽤負荷の軽減により機関リポジトリ数の拡⼤

– 必要な機能を備えたシステムをクラウド上で提供することで全体の効率化
– 学術情報のオープンアクセスを推進

収録コンテンツ数
学術雑誌論⽂ 約31万件
学位論⽂ 約12万件
紀要論⽂ 約119万件
その他 約62万件
計 約225万件

（2019（平成31）年3⽉末時点）
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3. JAIRO Cloud移⾏スケジュール

移行スケジュール詳細の通知：2020年1月を予定

2019年度 2020年度

1 2 3 4 1 2 3 4

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

現⾏JC（WEKO2)

JC運⽤

環境構築

次期JC（WEKO3）

開発

移⾏テスト・修正

説明会

JC運⽤

移⾏期間

環境構築

10

National Institute of Informatics

4. IRDB

11
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4. IRDB

12

国内の機関リポジトリ
メタデータの

ハーベスト・集約

図書館員

I⼤学
リポジトリ

⼤学
リポジトリ

研究機関
リポジトリ

検証・
正規化

交換･提供
JPCOAR

スキーマ対応

メタデータ
品質の向上

連携の多様化

National Institute of Informatics

出典︓NACSIS-CAT/ILLの軽量化・合理化について（最終まとめ）

5. ⽬録所在情報サービス︓ CAT2020での主な変更点

13
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5. CAT2020正式運⽤開始⽇

14

2020年6⽉1⽇(⽉)
 CAT2020に対応しない図書館システムをご利⽤の場合

には，CAT2020の新機能をご利⽤いただけませんが，
現在のCAT/ILLの機能は継続して利⽤できます。

 CAT2020に対応した図書館システムからは，
PREBOOK/RELATION等の機能が利⽤できるようにな
ります。

 現⾏CATとCAT2020は並⾏稼動を⾏うシステムではあ
りません。図書館システムからの接続⽅法等は変更が
ありません。

National Institute of Informatics

5. CAT2020:今後のスケジュール

15

⽇付 イベント等
2019年5⽉30⽇ CAT2020正式運⽤開始⽇の通知
2019年7⽉ ベンダー向け説明会（予定）

• 開発状況・参加館負担の確認，テスト運⽤を受け
ての意⾒交換

2019年9⽉ 説明会
2019年5⽉〜9⽉ CAT/ILLシステムに関するフィードバックの受

付
2019年11⽉ 図書館総合展 （予定）
2019年5⽉〜20年2⽉ マニュアル類に関するフィードバックの受付
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5. CAT2020マニュアル類の改訂

16

『⽬録情報の基準 第5版』（案）
https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infocat/cat2020/KIJUN/kijun5.html

『コーディング・マニュアル』改訂（案）
https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infocat/cat2020/CM/mokuji.html

『NACSIS-CAT/ILLセルフラーニング教材 補講』作成
（2019年10⽉頃公開予定）

National Institute of Informatics

6. 学術情報流通推進委員会（SPARC Japan）

 学術情報流通推進委員会（SPARC Japan）
 国際学術情報流通基盤整備事業（2003（平成15）〜2018（平成30）年度）

ステークホルダー間の連絡調整を⾏い、学術情報流通基盤整備を推進
オープンアクセス、オープンサイエンスを推進するために、国内外の学術

情報流通の動向や実態の把握に努め、それらに基づいた学術情報の公開や
利活⽤に係る戦略の検討と調整、アドボカシー活動等を、学術コミュニテ
ィ等を中⼼としたステークホルダーの参画や連携のもとに⾏う

SPARC Japanセミナーの実施
• 学術情報流通に関する最新の動向を紹介
• 2018（平成30）年度は4回実施。延べ291名参加。配信動画利⽤694件。

国際連携の強化（国際的なオープンアクセスプロジェクトへの参画）
• SCOAP3 ⽀援（2014（平成26）年〜）

• ⼤学図書館とのタスクフォースを組み、国内参加館（67館）とりまとめ
• 2014（H26）.1 フェーズ１開始
• 2017（H29）.1 フェーズ２開始
• 2018（H30）.1 アメリカ物理学会参加

• arXiv.org ⽀援（2014（平成26）年〜）
• ⼤学図書館、関連機関の協⼒により、arXiv.org会員機関の窓⼝
• 2014（H26） ⼀括とりまとめによるディスカウント開始

高エネルギー物理学分野の査読付き
ジャーナル論文のオープンアクセス化
を目的とした国際連携プロジェクト

17
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7. 教育研修事業

18
大学図書館との更なる連携協力
により推進

区分 対象 目的

講習会 本研究所の目録所
在情報サービスの
業務担当者

NACSIS-CAT/ILL
の内容や操作・運
用方法等の修得

専門
研修

大学等における学
術研究活動支援に
携わる者

学術コンテンツ、
情報通信等の最
新動向の認知、必
要となる専門知識
や技術の修得

総合
研修

大学等において、図
書館、電子計算機
およびネットワーク
等の業務に専任的
に従事する者

高度の学術情報シ
ステム環境に対応
しうる知識等の修
得
（実務研修を含む）

国立情報学研究所 講習会・研修体系図

講習会 専門研修 総合研修

目録システム書誌
作成研修

目録システム入門
講習会

大学図書館員のた
めのIT総合研修

情報処理技術
セミナー

システム運用管理者向け

図
書
館
職
員
向
け

大学図書館職員
短期研修

 教育研修事業の概要

他機関との共催

NACSIS-CAT/ILL
セルフラーニング

教材

国立情報学研究所
実務研修

National Institute of Informatics
19
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研究データ管理・利活⽤に関する⽅針策定

 2018年6⽉ 内閣府 「国⽴研究開発法⼈における
データポリシー策定のためのガイドライン

 2019年3⽉ 内閣府「 研究データリポジトリ整備
・運⽤ガイドライン」

 2019年５⽉ ⼤学ICT推進協議会「学術機関にお
ける研究データ管理に関する提⾔」
⾼等教育機関における研究データに関する複数の視点

を提供。機関の責任として複数の部署が連携して、研
究データを適切に管理し、機関リポジトリを通じて利
活⽤に供する。

20



 

 

 

資料 No.6 

2019 年 7月 2日 

 

国公私立大学図書館協力委員会の最近の動向 

 

１ 『図書館相互協力便覧 第５版追録』頒布法人の変更 

2019 年 3 月をもって、『図書館相互協力便覧 国公立大学編 第 5 版追録』『図書館相互

協力便覧 私立大学編 第 5版追録』の頒布を委託していた一般財団法人学術文献普及会が

解散した。一方、『図書館相互協力便覧 追録』の頒布に関わる業務は、これまでも一般財

団法人学術文献普及会が印刷業務を委託していた、株式会社春恒社（しゅんこうしゃ）が引

き継ぐことが可能であるとのことであった。 

これを受け、国公私立大学図書館協力委員会としては、春恒社に業務を委託し、頒布を継

続することとした。なお、春恒社での頒布に関わる業務についは、学術文献普及会のこれま

での担当者がそのまま引き継ぐとのことである。 

 

２ 学著協リスト（ILL 対象著作物リスト）の確認方法を変更 

標記リストは国公私立大学図書館協力委員会のウェブサイトに掲出していたが、2019

年 3 月より学著協が自身のウェブサイトに掲出することとなり、国公私ウェブサイトか

らは学著協ウェブサイトへのリンク掲載のみとなった。 

 

３ 大学図書館著作権検討委員会の体制変更検討 

交渉力の強化を目的として、大学図書館著作権検討委員会の活動を、効率的かつ持続

可能なものとするために、大学図書館著作権検討委員会と同委員会ワーキンググループ

を統合することを検討している。具体的な体制変更は、2019 年 7 月 26 日開催予定の国公

私立大学図書館協力委員会において運営細則の改正が了承された後となる予定である。 

 

以上 
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