
 

電子リソースデータ共有サービス「ライセンス（JUSTICE）」 
のテスト公開について 

 
国立情報学研究所（以下，NII）とこれからの学術情報システム構築検討委員会（以

下，これから委員会）は，大学図書館コンソーシアム連合（以下、JUSTICE）と協力
して，出版社・学会等が JUSTICE に提出した電子リソース製品のライセンスやパッケ
ージタイトルリストのデータ共有サービスを開始するにあたり，2022 年 4 月 1 日より
「ライセンス（JUSTICE）」をテスト公開することになりました。 
サービスの詳細等は下記のとおりです。 
 

記 
 
1. サービスの位置づけ 
「目録所在情報サービス（NACSIS-CAT/ILL）」の電子リソース対応サービスを

「電子リソースデータ共有サービス」と称し，現在運用中の ERDB-JP（日本で刊行さ
れた電子リソースのデータ共有サービス）に加え，「ライセンス（JUSTICE）」を新た
に追加します。 

 
・ 電子リソースデータ共有サービス 

https://contents.nii.ac.jp/korekara/libsysnw/e-resources 
 ERDB-JP --- 運用中 

 国内タイトルリストを共同作成・共有 
 ライセンス（JUSTICE） --- 今回テスト公開するもの 

 出版社・学会等が JUSTICE に提出した電子リソース製品のライセン
スデータの共有 

 
2. サービス内容 
(1) 共有するデータの種類 

2022 年向けに JUSTICE へ提出された 104 提案（56 版元）のうち，公開許諾の得
られた 57 提案（45 版元）に関して，JUSTICE 会員館を対象として，以下のライセ
ンス情報を共有します。 
 利用条件（ILL 可否，教材への利用可否，リモートアクセス可否，学外者の来
館利用可否等） 

 管理用の項目（契約終了後のアクセス条件，DDP 情報，学認対応有無等） 
 
 公開可能な提案内容を増やすため，2023 年向け提案における出版社の提出様式を
調整中です。 
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(2) データ共有方法 

a) ダウンロードサービス 
・ ダウンロードサイトでブラウズ／検索して，必要なデータを自館向けにダウ

ンロードし，利用できます。 
・ アカウントは，JUSTICEウェブサイト内の会員館限定ページで用いるユーザ

名，パスワードです。 
・ 操作方法等の詳細は，下記ページをご確認ください。 

https://contents.nii.ac.jp/korekara/libsysnw/e-resources/licenses-
justice/downloads 

 
b) API による参照 
・ API を通じてデータを参照できるサービスも準備しています。NII と協力し

てデータ提供方式や運用ルール等を調整いただけるパートナー機関を募集し
ます。 

・ 詳細は，下記ページからお問い合わせください。 
https://contents.nii.ac.jp/korekara/libsysnw/e-resources/licenses-
justice/api 

 
c) 図書館システムからの直接参照 
・ 現在準備中です。準備ができ次第サービスを開始します。 
 

3. テスト公開後の予定 
・ 2022 年度を「テスト公開」期間とし，JUSTICE 会員館，その他の大学図書館，図

書館システムベンダー等から広くご意見をいただく予定です。 
・ JUSTICE 会員館等からの意見を踏まえてサービスを調整・充実させ，正式公開へ

移行します。 
・ 「電子リソースデータ共有サービス」では，以下サービスについても整備を進める

予定です。 
・ タイトルリスト（JUSTICE）： JUSTICE 提案パッケージのタイトルリストの

共有 
・ ライセンス（公開）： 一般公開可能なライセンス情報の共有 
・ 電子ブックメタデータ（国内）： KinoDen（紀伊國屋書店），Maruzen eBook 

Library（丸善），OpenBD 等から収集・統合した国内電子ブックメタデータの
共有 

 
以上 

https://contents.nii.ac.jp/korekara/libsysnw/e-resources/licenses-justice/downloads
https://contents.nii.ac.jp/korekara/libsysnw/e-resources/licenses-justice/downloads
https://contents.nii.ac.jp/korekara/libsysnw/e-resources/licenses-justice/api
https://contents.nii.ac.jp/korekara/libsysnw/e-resources/licenses-justice/api
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「電子リソースデータ共有サービス」サービスページ（ダウンロードサイト） 

 
以下の通り、サービスページを公開いたします。 
 

 トップページ 
https://nii-network.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=81NII_NW:81NII_
NW 
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 ライセンス（JUSTICE） 
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 ライセンス（JUSTICE） > 版元 

 
 
 ライセンス（JUSTICE） > 版元 > 提案年 

※このページ以降は、ID/PW によるログインが必要な JUSTICE 会員館限定ページと
なります。 
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 ライセンス（JUSTICE） > 版元 > 提案年 > 提案詳細 
※「全体版」のみ Excel ファイルと TSV ファイル（タブ区切りテキストファイル）の
２種類を用意しておりますが、その他の提案は TSV ファイルのみです。 
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 ライセンス（JUSTICE） > 版元> 提案年> 提案詳細 > ダウンロード 

 
以上 



電子リソースデータ共有サービス　ライセンス項目一覧（テスト公開用） 2022.4.1

JUSTICE
提案書の
項目番号

大項目 中項目 値の種類

- 提案版元名 自由記述

- 提案書名 自由記述

2-2 グローバルタイトルリスト掲載URL URL

2-2 JUSTICE提案向けタイトルリスト掲載URL URL

2-9 DDPの有無 Yes/No

2-9 DDP料率・利用条件等 自由記述

2-11 契約終了後／買切後のアクセス可否と条件 自由記述

2-11 契約終了後／買切後のアクセス可否と条件　補足 自由記述

2-11 契約終了後／買切後のアクセス可否と条件　保証の日付 自由記述

2-11 AgreementサンプルまたはTerms&conditionsサンプル等の該当項番 項番

3-1 利用者の定義 自由記述

3-1 利用者の定義　補足説明 自由記述

3-2 サイトの定義 自由記述

3-3 認証方法 自由記述

3-4 同時アクセス数 自由記述

3-4 同時アクセス数　補足説明 自由記述

3-4 AgreementサンプルまたはTerms&conditionsサンプル等の該当項番 項番

3-5 リモートアクセスの可否 Yes/No

3-5 AgreementサンプルまたはTerms&conditionsサンプル等の該当項番 項番

3-6 Walk-in user利用可否 Yes/No

3-6 Walk-in user利用可否　補足説明 自由記述

3-6 AgreementサンプルまたはTerms&conditionsサンプル等の該当項番 項番

3-7① ILLの可否 Yes/No

3-7② 利用可能なファイル形態 A.電子コピー Yes/No

3-7② 利用可能なファイル形態 B.プリントアウトしてスキャンした電子ファイル Yes/No

3-7② 利用可能なファイル形態 C.プリントアウト Yes/No

3-7③
図書館間送信に利用可能な送
信方法

A.電子メールによる添付 Yes/No

3-7③
図書館間送信に利用可能な送
信方法

B.安全な電子送信 Yes/No

3-7③
図書館間送信に利用可能な送
信方法

C.郵送 Yes/No

3-7③
図書館間送信に利用可能な送
信方法

D.FAX Yes/No

3-7④
利用者に提供可能なファイ
ル・形態

A.送信された電子ファイル Yes/No

3-7④
利用者に提供可能なファイ
ル・形態

B.プリントアウト Yes/No

3-7⑤ ILL利用に関する補足情報 自由記述

2022年向け提案のライセンス項目はテスト公開用であり、この後変更が入ります。2023年向け提案のライセンス情報
は、利用者に公開する項目と契約担当者等の図書館で利用する非公開項目に分かれる予定です。

mimura_chiaki
スタンプ



電子リソースデータ共有サービス　ライセンス項目一覧（テスト公開用） 2022.4.1

JUSTICE
提案書の
項目番号

大項目 中項目 値の種類

3-7 AgreementサンプルまたはTerms&conditionsサンプル等の該当項番 項番

3-10① 紙の授業用教材への利用可否 Course Pack Print Yes/No

3-10① Course Reserve Print Yes/No

3-10① 補足 自由記述

3-10② 電子の授業教材への利用可否 Course Pack Electronic Yes/No

3-10② Course Reserve Electronic Copy Yes/No

3-10② 補足 自由記述

3-10 AgreementサンプルまたはTerms&conditionsサンプル等の該当項番 項番

4-2 契約書・利用規約サンプルの有無 Yes/No

- アグリーメントまたはTerms&conditionsの改訂有無 Yes/No

7-4 Shibboleth認証可否 Yes/No

7-4 補足 自由記述

7-5 学認（GakuNin）対応可否 Yes/No

7-5 補足 自由記述
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