
第 27回 これからの学術情報システム構築検討委員会議事次第 

 

日 時：2020年 9月 14日（月）13:00-15:00 

場 所：WebEx 

出席者：配付資料参照 

 

議事 

 

配付資料 

委員名簿 

第 26回これからの学術情報システム構築検討委員会 議事要旨 

 

1. 2020年度の活動について（報告） 

(1) 委員会の活動について 

(2) システムモデル検討作業部会の活動について 

(3) システムワークフロー検討作業部会の活動について 

2. 大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）との連携について（報告） 

3. 国立国会図書館と科学技術振興機構との連携について（報告） 

4. CAT2020について（報告） 

5. 国立情報学研究所の活動について 

(1) 次期目録所在情報サービスの調達について（報告） 

(2) COVID-19環境下における学術コンテンツサービスについて(審議) 

6. NACSIS-CAT/ILL参加館向け図書館システムアンケートの実施について(審議) 

7. 図書館総合展について（審議） 

8. 講師・原稿依頼について 

(1) 学術コミュニケーション技術セミナー（JPCOAR Monday）講師の推薦について（審議） 

(2) 『情報の科学と技術』への寄稿について（審議） 

9. その他 

(1) フォーラム・セミナー等の参加状況について（報告） 

(2) CiNii Researchに関する検討会の設置について（報告） 

1-1. 

1-2-1. 

1-2-2.    

1-3-1. 

1-3-2. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8-1. 

8-2. 

2020年度これからの学術情報システム構築検討委員会活動計画 

2020年度システムモデル検討作業部会の活動について 

2020年度システムモデル検討作業部会 委員名簿 

2020年度システムワークフロー検討作業部会の活動について 

2020年度システムワークフロー検討作業部会 委員名簿 

2019年度 JUSTICE提案書情報のデータ共有に関する実証実験結果報告 

デジタルアーカイブを中心としたメタデータ流通検討（報告） 

CAT2020について（報告） 

COVID-19環境下における学術コンテンツサービスの対応について（案） 

NACSIS-CAT/ILL参加館向け図書館システムアンケートの実施について（案） 

図書館総合展について（案） 

学術コミュニケーション技術セミナー（JPCOAR Monday）講師の推薦について（依頼） 

『情報の科学と技術』への寄稿について（依頼） 



 

参考資料 

 

9-1. 

9-2.          

フォーラム・セミナー等の参加状況について（報告） 

CiNii Researchに関する検討会の設置について（報告） 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

これからの学術情報システム構築検討委員会規程 

これからの学術情報システムの在り方について（2019） 

システムモデル検討作業部会内規 

システムワークフロー検討作業部会内規 

システムモデル検討作業部会 2020年度計画 

システムワークフロー検討作業部会活動計画 

「図書館システム及び関連システムに関するアンケート」回答（抜粋）[非公開] 



 

2020 年度これからの学術情報システム構築検討委員会委員 
 

 
 

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 ｼｽﾃﾑﾓﾃﾞﾙ検討  

作業部会主査 

斎藤 未夏 東京海洋大学学術情報課長 
 

 

瓜生 照久 
 

九州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 
 

立教大学図書館副館長  

飯野 勝則 佛教大学図書館専門員 ｼｽﾃﾑﾜｰｸﾌﾛｰ検討

作業部会主査 

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・社会連携部生田図書館事務室副参事 JUSTICE推薦 

大向 一輝 東京大学大学院人文社会系研究科准教授  

 

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  

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  

木下  聡 国立情報学研究所学術基盤推進部次長 陪席 

阪口 幸治 国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課係長 事務局 

 

村上  遥 
 

国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課係長 事務局 
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第 26回 これからの学術情報システム構築検討委員会 議事要旨 

 

1. 日時：2020年 1月 27日（月）14：30～17：00 

 

2. 場所：学術総合センター 20階 講義室 1 

 

3. 出席者： 

 

＜配付資料＞ 

  委員名簿 

  第 25回これからの学術情報システム構築検討委員会 議事要旨 

（委員）  

小山 憲司 中央大学 文学部 教授 

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 

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 課長 

飯野 勝則 佛教大学図書館 専門員 

近藤 茂生 立命館大学図書館 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 

大向 一輝 東京大学大学院人文社会系研究科 准教授 

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 

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 

（欠席）  

米澤  誠 京都大学附属図書館 事務部長 

（陪席）  

木下  聡 国立情報学研究所 学術基盤推進部 次長 

（事務局）  

藤井 眞樹 国立情報学研究所 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(CAT/ILL担当) 

上野 友稔 国立情報学研究所 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(次期 CAT/REO担当) 

1 

2-1-1. 

デジタルアーカイブ環境下での図書館機能の再定置 再論 

2019年度システムモデル検討作業部会活動報告 
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＜参考資料＞ 

 

4. 議事： 

 

1. デジタルアーカイブの現状について 

 福島委員より、資料 1について報告があった。 

 

質疑・意見交換は次のとおりである。 

 

 図書館がデジタル資料をこれまで以上に扱う場合、図書館員がアーキビストのような

2-1-2. 

 

2-2. 

3-1-1. 

3-1-2. 

3-1-3. 

3-1-4. 

3-1-5. 

3-1-6. 

3-1-7. 

3-1-8. 

3-2. 

4-1. 

4-2. 

5. 

6. 

8-18-

1. 

8-2. 

          

統合的発見環境を実現する新たな図書館システム・ネットワークの持続可

能な運用体制の構築にあたって 

2020年度システムモデル検討作業部会活動計画（案） 

2019年度システムワークフロー検討作業部会活動報告 

2019年度中央システム整備（電子リソース対応）班活動報告 

2019年度中央システム整備（メタデータ流通の高度化検討）班活動報告 

2019年度中央システム整備（統合的発見環境）班活動報告 

2019年度図書館システム整備（モデル A）班活動報告 

2019年度図書館システム整備（モデル B）班活動報告 

2019年度 ERDB-JP運用作業班活動報告 

2019年度 CAT2020運用移行支援班活動報告  

2020年度システムワークフロー検討作業部会活動計画（案） 

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（案） 

2020年度これからの学術情報システム構築検討委員会活動計画（案） 

総合目録データベースのデータセットの公開条件拡大について（案） 

国立国会図書館及び科学技術振興機構との連携について 

The Vision on Future Scholarly Information Systems (2019)The Vision 

on Future Scholarly Information Systems (2019) 

図書館システム及び関連システムに関するアンケートについて 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

これからの学術情報システムの在り方について（2019） 

これからの学術情報システム構築検討委員会 2019年度以降の体制図 

2019年度作業部会の活動計画について（概要）全体図 

システムモデル検討作業部会活動計画 

システムワークフロー検討作業部会活動計画 

「JUSTICE提案書情報のデータ共有に関する実証実験」協力機関の募集に

ついて 

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計画 
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役割を担うようになると考えられるのか。 

 デジタル環境下では、新しい何らかの図書館員像が必要になっていくのではな

いか。現場ではすでにこのような変化は起こっており、電子ジャーナルの契約に

関わる業務への職員の対応などは、図書館員が周辺の環境の変化に対応した一

例である。 

 目指すべき図書館の機能が変容するのであれば、それに合わせた人の配置、育成

のための体制づくりが必要になる。これから委員会の議論は、より広い視野での

議論をしたほうが良いのではないか。 

 

2. システムモデル検討作業部会の活動について 

 相原システムモデル検討作業部会主査より、資料 2-1-1 、2-1-2、2-2に基づき説明があっ

た。審議の結果、意見交換の内容を踏まえ、2019 年度活動報告及び 2020 年度活動計画を

承認した。 

 

主な質疑・意見交換は次のとおりである。 

 

［資料 2-1-2「2.目録業務の現状と将来」の検討について］ 

 「2.目録業務の現状と将来」については、委員会のこれまでの議論や，システムワーク

フロー検討作業部会の検討課題と一致しており、システムワークフロー検討作業部会

のタスクとしていくことを確認した。 

 流通している書誌を活用して目録業務がどの程度行えるのかについては、シス

テムワークフロー検討作業部会において来年度の課題として検討する予定であ

る。 

 システムワークフロー検討作業部会での議論を元に、新しい図書館システム・ネ

ットワークの運営モデル等を、システムモデル検討作業部会で検討する。 

 必要に応じてシステムワークフロー検討作業部会と意見交換を行う。 

 

［委員会の検討課題について］ 

 資料 2-1-2に「書誌は、サプライチェーン上流から供給され」とあるが、図書館が目録

データの最上流ではなくなったという事実は改めて認識すべきである。 

 図書館がどのような役割を担うのか、何ができるのか、を明確化するべきである。

専門家から見て必要なメタデータが不足しているならば、その専門家にメタデ

ータ作成に何らかの形で関与してもらうなど、具体的な解決策を検討するべき

である。 

 「在り方（2019）」を作成するまでにも議論しており、資料 2-1-2 の「1.大学図

書館等と国立情報学研究所（以下 NII）が共有する認識」にあるとおり、制度、

システムの中でどのようにメタデータ作成を実現するのかを検討するのが、委

員会の課題である。 

 一般的に流通している資料の目録を採る目録担当者ではなく、古典籍資料など

の目録を作成する高度な目録担当者を維持し、目録、メタデータの高度化を検討
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する仕組みを構築することが、より重要になってくる。 

 専門家と協力して高度な目録作成を実現できる人が、これからの目録担当者の

イメージではないか。 

 『学術情報基盤実態調査』などの結果からも目録担当者が減っていることは明

確で、どのように人的なリソースを再配分するか、最適化するかを検討する必要

がある。省力化できることは省力化する一方で、人手をかけるべき業務をそれぞ

れの大学に任せるのか、大学図書館全体で共通したプロを育成していくのかを

議論しなければならない。また、システムモデル検討作業部会では人材育成につ

いて、育成部門を設置すればいいのか、目録のプロを集中的に集めるとよいのか

といった事柄について、検討をしてもらいたい。 

 30 年前の共同分担目録という理念は、実態とは離れてきているので、実態を見

ながら先を見据えてモデルを再構築していく必要がある。目録作成のセンター

館のようなモデルもかつて検討されていたが、どのように実現すればよいのか、

他のモデルが有るのかについても検討しなければならない。 

 

［資料 2-1-2における、委員会と 2つの作業部会の検討範囲について］ 

 「1. 大学図書館等と国立情報学研究所（以下NII）が共有する認識」については、委員

会として検討する。 

 「2. 目録業務の現状と将来」の問題意識については、システムワークフロー検討作業

部会の課題として検討する。 

 「3. 新たな図書館システム・ネットワーク運営モデル」の課題については、システム

モデル検討作業部会の検討課題とする。 

 

3.  システムワークフロー検討作業部会の活動について 

飯野システムワークフロー検討作業部会主査より、資料 3-1-1～3-1-6、3-2に基づき説明

があった。審議の結果、意見交換の内容を踏まえ、2019 年度活動報告及び 2020 年度活動

計画を承認した。 

 

主な質疑・意見交換は次のとおりである。 

 

［国立国会図書館との連携について］ 

 デジタルアーカイブの資料については、NDLサーチで収集してジャパンサーチで検索

できるようにするという枠組みとなっているが、連携機関ではどのような検討をされ

ているのか。 

 NDLサーチが適切ではないかという話は、部会の検討の中でも出ている。個別

にジャパンサーチにデジタルアーカイブが登録されている大学もあるが、限定

的な収録にとどまっており、国立国会図書館と大学との間の連携についてシス

テムワークフロー検討作業部会で検討していきたいと考えている。 

 

［シェアードプリントに関する検討について］ 
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 シェアードプリントに関する課題が挙げられているが、どの程度の緊急性があるのか。 

 統合的発見環境の一部で必要であるという理解で課題を挙げている。 

 国立大学図書館協会学術資料整備委員会のシェアードプリントワーキンググル

ープでも検討が進んでおり、シェアードプリントの調査を行っているので、今後

情報共有など連携が必要である。 

 国立大学図書館協会学術情報システム委員会が公開した「これからの学術情報

システムに向けて II―アクションプラン検討のための試案に関するレポート―」

（以下、「アクションプラン」という。）の作成に関わった方からのインプットに

どう対応していくかということが問題意識となっており、統合的発見環境を形

作るに当たり「アクションプラン」と関連付けて実現できる項目ではないかと考

えている。 

 

［デジタルアーカイブに関する検討について］ 

 現在のデジタルアーカイブは、研究データとしてのデジタルアーカイブのメタデータ

の連携・流通という点では孤立している。識別子をつけるなどの検討も必要ではないか。 

 ジャパンサーチが目指している方向性は、データ連携には最低限の労力しか掛

けないというものである。また、コンテンツの登録は機関の一本釣りのような形

になっているので、より幅広く登録してもらうようになると良い。 

 大学図書館の中では、次期 JAIRO Cloud でデジタルアーカイブのコンテンツを

登録できないか、という期待はあると思われるが、どのような方向性で検討され

ているのか。 

 現行 JAIRO Cloudでもデジタルアーカイブのコンテンツの登録はできるが、デ

ジタルアーカイブに最適な対応ができているわけではない。 

 次期 JAIRO Cloudは、開発中のオープンサイエンスを実現するためのプラット

フォームとしての研究データ基盤（NII-RDC）の内の公開基盤に相当する。これ

に Gakunin RDM、CiNii Researchを加えたものが NII-RDC である。研究デー

タの一サブセットして、デジタルアーカイブも含まれる。 

 メタデータスキーマという点では、JPCOAR スキーマをデジタルアーカイブに

対応させるために何が必要かということは、オープンアクセスリポジトリ推進

協会（JPCOAR）で議論されている。 

 TRCのプラットフォーム（デジタルアーカイブシステム ADEAC）に顧客が集

まり、ジャパンサーチと直接データのやり取りをするなどの動きもある。 

 委員会が目指す統合的発見環境という視点では、検索のためのメタデータを捕

捉するという点が重要であり、部会の課題として欠落しないようにしてもらい

たい。 

 

［電子リソース対応のシステムの検証について］ 

 中央システムが Almaではない場合の検証はどうなるのか。 

 中央システム整備の検討の中で、複数社のサービスの検証を行っているところ

である。 
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 タイトル情報など Knowledge Base 自体がオープンなデータセットとして利用できる

ことも必要ではないか。 

 JUSTICE 事務局と調整して、出版社と交渉していただき、商用 Knowledge Baseにタ

イトルリスト等を登録してもらうという方向で調整を行っている。 

 

4.  委員会の活動について 

 事務局より、資料 4-1及び 4-2について説明があった。委員長と事務局で内容を調整した

上で、改めてメール審議により委員会で確認をすることとなった。 

 

5. 総合目録データベースのデータセット公開条件拡大について 

  事務局より、資料 5について説明があった。審議の結果、総合目録データベースのデータ

セット公開条件拡大を承認した。 

 

主な質疑・意見交換は次のとおりである。 

 

［公開データの利用について］ 

 データの利用に関してなにか問い合わせがあるのか。 

 全件データを業務、分析、研究に利用したいという問い合わせはある。 

 データの活用状況については把握していないのか。 

 現状ではダウンロードされたというところまでしか把握できない。 

 活用状況の把握については、このような公開データの利用に関する共通の課題

である。 

 

［公開データのライセンス条件の変更について］ 

 将来的には、データのライセンス条件を CC0などに変更して、より利用を促進すると

いう事も考えられるのではないか。 

 ライセンス条件の拡大については、現時点では検討していないが、今後の課題で

ある。 

 

6. 国立情報学研究所の検討状況について 

事務局より、資料 6について説明があった。 

 

7. 早稲田大学・慶應義塾大学図書館のシステム共同導入について 

事務局より、システム共同導入に関する視察報告について説明があった。 

 

8. その他 

 事務局より、資料 8-1に基づき「これからの学術情報システムの在り方について（2019）」

英訳の公開について報告があった。 

また、資料 8-2に基づき、本委員会と国立大学図書館協会学術情報システム委員会と共同

による「図書館システム及び関連システムに関するアンケート」の実施について、メール審
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議にて承認済であることの報告があった。 

 

以上 



 

2 0 2 0 年 1 月 2 7 日 

こ れ か ら の 学 術 情 報 

システム構築検討委員会 

 

2020年度 これからの学術情報システム構築検討委員会活動計画 

 

1. これからの学術情報システムの在り方に関する検討 

 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一層推進するため、

作業部会で集中的に取り組んでいる当面の課題（電子情報資源のデータの管理・共有お

よびNACSIS-CAT/ILLの再構築）を越えて、「統合的発見環境」を可能にする新たな

図書館システム・ネットワークシステムの構築を目指すための、学術情報システムの在

り方に対する喫緊の課題を検討する。 

(ア) 委員会が取り組む課題 

(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 

(イ) 作業部会の設置 

(1) システムモデル検討作業部会を設置し、中央システムモデル運用・体制・コスト

負担案、及びローカルシステム共同調達・運用案について検討を行い、その実現

のために大学等の関係機関との調整を行う。 

(2) システムワークフロー検討作業部会を設置し、中央システムが備えるべき電子リ

ソースデータ共有機能、メタデータフォーマット、デジタルアーカイブ対応、及

び統合的発見環境の各案について検討を行い、その実現のために大学図書館コン

ソーシアム連合（JUSTICE）、国立国会図書館、大学等との関係機関との調整を

行う。 

  

2. イベント 

(ア) NIIオープンフォーラム（2020年 6月 8日～10日） 

(イ) 第 22回図書館総合展（2020年 11月 4日～6日） 

以上 

資料 No.1-1 



2020年 9月 14日 

システムモデル検討作業部会

2020年度システムモデル検討作業部会の活動について（案） 

1. 活動概要

第 25 回これからの学術情報システム構築検討委員会（2019 年 10 月 29日）において

承認された「活動計画」を基に，引き続き中央システム運用モデル・体制・コスト負担

及びシステムの共同調達・運用について検討を行うと共に，共同調達・運用の考え方に

ついて，NII オープンフォーラムを利用して参加館への情報発信を開始した。今後は，

図書館総合展や参加館アンケート等を通じて相互の情報共有を行っていく。

2. 活動詳細

（ア） オープンフォーラムにおいてこれまでの活動を報告（2020年 6月 8日）

（イ） 共同調達・運用に関する検討

① NIIオープンフォーラムでの参加館の反応から、共同調達に関する関心が高いこと

がわかったため、この課題を先行させて取り組むこととした。

② ローカルの図書館システムの調達や運用に関して、大学図書館が抱えている課題を

整理し、共同調達・運用の有用性を示すための意見交換を実施した（2020 年 8 月

～9月）。

③ その内容を踏まえて、図書館総合展（2020年 11月 5日）でモデルの多様性・可能

性に関するディスカッションを行う。

（ウ） 今後の活動

① 全体の組織運用モデルについての複数のパターン検討

② 中央システムの財政モデルについて複数のパターンの検討

③ 参加館向け図書館システムアンケートの内容検討と結果分析

以上 
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2020年度 システムモデル検討作業部会 委員名簿 

 

 

所属 氏名 備考 

北海道大学附属図書館 事務部長 相原 雪乃 主査 

九州大学附属図書館 事務部長 瓜生 照久  

公立はこだて未来大学情報ライブラリー 粟谷 禎子  

立命館大学学術情報部次長 近藤 茂生  

国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課長 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副課長 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係長 村上  遥 事務局 
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2020 年 9 月 14 日 

システムワークフロー検討作業部会 

 

2020年度活動計画（案） 

 

１. 中央システム整備（電子リソース対応）班 

(1) 中央システムにおけるライセンスデータ管理の細かな運用ルールの調整 

① 複数年度契約についてのライセンスデータの作成単位を検討 

② 図書館システム整備（モデル B）班からフィードバックされた，ライセンスデ

ータ項目の調整 

③ 現行設定されているライセンスデータ項目の典拠である JUSTICE 提案書の

「提案要約」が 2022 年度に廃止されることに伴う，ライセンスデータ項目（メ

タデータ）の調整 

④ ライセンスデータ項目を利用者の UI に表示させることについて，JUSTICE事

務局を通じて許諾申請 

(2) Alma から API でエクスポートすることによる差分データの作成テストを実施 

① B 班に対し，作成した差分データについてアンケートを実施予定 

(3) ローカル環境でのグローバルナレッジベースの検証方法の検討 

 

２. 中央システム整備（メタデータ流通の高度化検討）班 

(1) メタデータ流通の高度化検討（電子ブック） 

① メタデータ相互のリンク項目について調査・検討 

② CiNii Books との連携状況の把握 

③ 国内の学術電子ブックに適したメタデータ項目の適用等の検討 

(2) メタデータ流通の高度化検討（デジタルアーカイブ） 

① メタデータ標準化の方針について具体化 

② ジャパンサーチ「共通メタデータフォーマット」の評価実施 

③ NII と NDL，JST との間で実施される「デジタルアーカイブのメタデータ流

通検討」について，JPCOAR のコンテンツ流通作業部会と連携して対応 

(3) NACSIS-CAT における目録規則の変更 

① NDL の適用細則（https://www.ndl.go.jp/jp/data/ncr/index.html）を参考にし

て CAT の細則を作成 

(4) 「NACSIS-CAT 書誌データ作成・提供計画（仮）」をまとめ，適用時期・方法・課

題等について整理 

① NII と大学図書館のメタデータ作成・提供方針を明確化 

② メタデータ作成者の育成・確保などモデル部会のコミュニティ検討に寄与 
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③ 作成データの国際流通に備えることを念頭において対応 

(5) NDL 等関係機関との調整 

① 著作の単位など機関間で統一の方針をもつべき案件を整理して，情報交換を

実施 

３. 中央システム整備（統合的発見環境）班 

(1) 統合的発見環境の具体化に向けた提案及び合意形成，統合的発見環境に関するシス

テムの調査 

① 中央システムの導入に向けた国内の学術電子ブックのメタデータ整備の検討 

② OpenBD や JPRO 等の流通用メタデータ活用に向けての調整 

(2) NACSIS-ILL  軽量化・合理化案についての検討と具体化，NACSIS-ILL  参加館か

らの意見募集，電子的送信，海外 ILL 運用についての調査 

(3) シェアード・プリントの全国的な実現に向けた調査と具体的なプランの提案，実現

に必要なシステム要件の精査 

 

４. 図書館システム整備（モデル A）班 

(1) 出版社等に由来する流通用メタデータを活用した，図書館システムの業務モデル再

構築 

① 書店が提供する Knowledge Worker や PLATON といった発注システムが提供

する流通用メタデータを基礎とした連携ワークフローの検討 

② OpenBD 等で提供される流通用メタデータを用いた発注ワーフクローの検討 

(2) JUSTICE 提案における，新たな「ライセンスメタデータ項目」による，A 班構成

員の所属機関における実運用の検証 

(3) 中央システムと同一の NZ を構成していない Alma に対して「ライセンスメタデ

ータ」を配信する，NII によって構築されるシステムを通じた実運用の検証 

 

５. 図書館システム整備（モデル B）班 

(1) タイトルリストについて不十分な情報や不足している項目を取りまとめ、タイトル

リストの項目整備を JUSTICE 事務局経由で出版社に依頼 

(2) タイトルリストに問題点が多い、いくつかの出版社のタイトルリストを調査し、課

題を洗い出す。 

(3) JUSTICE 参加館が必要としており、2019 年度の実証実験に含まれなかったライ

センス項目について、中央システムの登録項目を調整 

(4) 2021 年契約分の JUSTICE 提案書で追加された、ILL の詳細項目について、中央

システムのライセンス情報との対応関係を整理 

 

以上 



2020 年度 システムワークフロー検討作業部会 委員名簿 

 

 

所属 氏名 備考 

佛教大学図書館専門員 飯野 勝則 主査 

北海道大学附属図書館管理課長 佐藤 初美  

北海道大学附属図書館管理課雑誌受入担当 佐々木 翼  

千葉大学附属図書館 

利用支援企画課アカデミック・リンクグループ専門職員 
磯本 善男  

東京大学医学部・医学系研究科図書情報チーム係長 田口 忠祐  

東京外国語大学総務企画部学術情報課目録係長 藤井 眞樹  

電気通信大学学術国際部学術情報課情報受入係長   上野 友稔  

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 野間口真裕  

大阪大学附属図書館利用支援課情報ナビゲート班 藤江雄太郎  

鳥取大学研究推進部 図書館情報課長 木下  直  

広島大学学術・社会連携室 図書館部 図書学術情報普及グループ  

主任 
瀧脇 有姫  

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 情報高度利用専門職 
林  賢紀  

人間文化研究機構 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 
江上 敏哲  

奈良県立図書情報館総務企画課総務企画係長 川畑 卓也  

東京大学大学院情報学環 特任准教授 福島 幸宏  

聖学院大学基礎総合教育部 准教授 塩崎  亮  

帝塚山学院大学人間科学部 教授 渡邊 隆弘  

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） 
（非公開）  

国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課長 小野  亘  
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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 片岡  真 陪席 

国立情報学研究所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 
阪口 幸治 事務局 

国立情報学研究所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 
村上  遥 事務局 

国立情報学研究所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員 
大澤 紗都 事務局 

 

 



2020 年 9 月 14 日 

国立情報学研究所  

学術コンテンツ課  

 

2019 年度「JUSTICE 提案書情報のデータ共有に関する実証実験」結果報告 

 

 2019 年 12 月 19 日付け文書で JUSTICE 会員館に募集した「JUSTICE 提案書

情報のデータ共有に関する実証実験」について、2019 年度の活動が完了したの

で、以下のとおり報告する。 

 

1. 参加機関(7 機関) 

 千葉大学  

 東京大学  

 大阪大学  

 鹿児島大学  

 公立はこだて未来大学  

 明治大学  

 安田女子大学  

 

2. 検証期間 

 2020 年 1 月~3 月 

 

3. 作業内容 

(1) 検証したいパッケージのタイトルリストとライセンス情報を取得する。  

(2) 取得したタイトルリストとライセンス情報の活用方法を検討する。  

(3) 活用方法を検討した結果をフィードバックする。  

 

4. フィードバックの概要と今後の課題  

フィードバックの概要  今後の課題  

タイトルリストに URL がないな

ど、情報が不足しているものがあ

る。 

タイトルリストについて不十分な情報

や不足している項目を取りまとめ、タ

イトルリストの項目整備を JUSTICE

事務局経由で出版社に依頼する。  

提供されたタイトルリストと契約

タイトル(分野別コレクションなど)

が大きく違い、照合ができない。 

タイトルリストに問題点が多い、いく

つかの出版社のタイトルリストを調査

し、課題を洗い出す。 

ライセンス情報にサイトの定義が

ないなど、必要な情報が不足して

いる。 

JUSTICE 参加館が必要としており、

2019 年度の実証実験に含まれなかった

ライセンス項目について、中央システ

ムの登録項目を調整する。  
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ライセンス情報の「ILL の可否」

については出版社によって表現が

異なるので統一した項目を設定し

てほしい。  

2021 年契約分の JUSTICE 提案書で

追加された、ILL の詳細項目につい

て、中央システムのライセンス情報と

の対応関係を整理する。 

 

 

 

以上 



2020年 9月 14日 

国立情報学研究所 

学術コンテンツ課 

 

国立国会図書館及び科学技術振興機構との連携について 

 

1. 国立国会図書館および科学技術振興機構との連携 

・ 国立国会図書館（NDL）、科学技術振興機構（JST）、国立情報学研究所（NII）では、

3 機関での連携を具体的に推進するために、担当者レベルでの検討の場を設ける方

向で調整を行った。 

参考：第 26回これからの学術情報システム構築検討委員会資料 

 

・ 第 7回 NII・JST・NDL 連絡会議 (2020年 2月 10日)後に確定した連携協力事項の

うち、2020年度は以下の３つの新規事業に取り組むことになった。 

 

1 新規 メタデータの相互

運用性に関する検

討ワーキンググル

ープ 

人や機関、研究成果等に関するメタデータについて、国内に

多様な形式が存在することにより相互運用性が低いなどの課

題がある。課題抽出および課題解決を検討する。 

2 新規 デジタルアーカイ

ブのメタデータ流

通検討 

各大学図書館等でデジタル化された貴重書等のコンテンツに

ついて、ジャパンサーチ等の統合検索サービスを通じてアク

セスを可能とするためのシステム、メタデータ、識別子付与

のあり方を検討する。 

3 新規 サービス連携に関

する将来検討 

現在サービスを行っている CiNii Articles, Books, 

Dissertationsは、将来的に CiNii Researchに統合予定であ

る（CiNii Researchは 2020年に単独でサービス開始を予定

している）。これに向けて、新システム上での各サービスと

の連携等について意見交換を行う。 

併せて、合理的なデータ連携のため、各機関または外部機関

が付与している識別子の機械的連携に向けた検討も行う。例

えば、NDLの記事書誌 IDと CiNii Articlesの記事 IDを相互

に持ち合うなど。 
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・ 上記のうち「デジタルアーカイブのメタデータ流通検討」について、システムワー

クフロー検討作業部会中央システム整備（メタデータ流通の高度化対応）班及びオ

ープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）のコンテンツ流通促進作業部会が連

携して、具体的な検討を行う。 

 

[進め方] 

両作業部会の代表者と NDL の電子情報サービス課を中心に Backlog、Slack、オ

ンライン会議システムを用いて検討を進める。 

[成果] 

2021年度末に検討結果を盛り込んだガイドラインを作成する 

[参加者] 

飯野システムワークフロー検討作業部会主査、田口委員（システムワークフロー

検討作業部会、兼 JPACOARコンテンツ流通促進作業部会） 

 

・ 上記のうち「サービス連携に関する将来検討」については、NIIの CiNii Research

担当を中心に具体的な検討を行う。 

 

[進め方] 

メーリングリスト、オンライン会議システムを用いて検討を進める。 

[成果] 

2021年度末までに合理的なデータ連携方法を確定する。 

[参加者] 

大波特任准教授、阪口係長 

 

・ 詳細は別紙「NDLと大学図書館等によるメタデータ検討領域一覧」を参照。 

・ 検討領域には識別子、ライセンス等、専門的の高い内容が含まれるため、適宜本委

員会の委員の皆様からご協力いただきたい。 

 

2. 2020年度スケジュール 

2020年 4月 30日 NII・NDL打ち合わせ 

2020年 7月 30日 第 1回調整会議 

2020年 8月～2021年 1月 各検討領域の詳細検討 

2021年 2月 NII・JST・NDL連絡会議での成果報告 

 

以上 



2020 年 9 月 14 日 

国立情報学研究所 

学術コンテンツ課 

 

CAT2020 について（報告） 

 

１．CAT2020 の運用開始 

・ 2020 年 8 月 3 日（月）から，CAT2020 の正式運用を開始した。 

※開始日はコロナ防止による参加館の状況を考慮し，開始日を 6 月 1 日（月）

から変更した。 

 

２．各システムの CAT2020 対応 

 

・ CAT2020 対応の WebUIP を公開した。 

https://webuip.nii.ac.jp/webuip/wu-login-utf8.html 

・ Q&A DB の重複報告メニューに RELATION 報告機能を追加した。 

https://cattools.nii.ac.jp/qanda/dupuketuke.php 

・ Q&A DB の質問書/回答書データベース検索システムから CAT2020 に関する

Q&A を検索できるようにした。 

https://cattools.nii.ac.jp/qanda/kensaku.php 

 

３．CAT2020 ページの改訂 

 

・ CAT2020 ページを改訂し，上記変更点を一覧できるようにした。今後各種変

更があった場合，当該ページ上に情報をまとめて周知する。 

https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infocat/cat2020/ 

 

４．マニュアル類の改訂 

 

・ マニュアル  

 『目録情報の基準 第 5 版』 

http://catdoc.nii.ac.jp/MAN/KIJUN/kijun5.html 

 『目録システムコーディングマニュアル CAT2020 対応版』 

http://catdoc.nii.ac.jp/MAN2/CM/mokuji.html 

 『目録システム利用マニュアル 第 7 版』 

http://catdoc.nii.ac.jp/MAN/CAT7/mokuji.html 

 『データベース定義』 

https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/INFO/newcat/jissou_siyo/table_home.html 

 

・ 各種資料取扱いマニュアル  

 『教科書に関する取扱い及び解説 CAT2020 対応』 

http://catdoc.nii.ac.jp/pdf/text_kijun.pdf 

 『コーディングマニュアル（教科書に関する抜粋集） CAT2020 対応』 

http://catdoc.nii.ac.jp/pdf/text_cm.pdf 
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・ その他 

 マニュアル旧版（zip ファイル） 

https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infocat/cat2020/ 

 RELATION リスト 

https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infocat/od/ 

※公開済みデータセットと合わせて CC BY で公開 

 

５．業務分析表にかかる参加館調査について 

  

年１回参加館の業務評価のため、業務分析表を作成してきた。しかし、CAT2020 開

始により、業務分析表の CAT にかかる項目のうち図書書誌の新規作成や重複作成が評

価の指標となるか、見直しが必要であると考えている。 

 また、参加館が業務分析表を活用しているかについて、調査を行い、活用されていな

いようであれば廃止を検討したい。 

 

・参考：業務分析表項目 

CAT 

図書書誌 

  新規作成、重複作成 

図書所蔵 

 所蔵件数 

新規登録、追加率、更新総数、更新率 

雑誌所蔵 

 所蔵件数、所蔵件数(+分)、仮登録件数(*分)、未更新の件数、未更新率 

ILL 

 ILL GIF、 ILL（依頼/複写）、 ILL（依頼/貸借）、 ILL（受付/複写）、 ILL（受付/貸

借）、 サービス品質グラフ 

 

６．Z39.50 の CAT2020 対応について 

  

Z39.50 に CAT2020 で新設された「PTBLKEY」と「VOLKEY」が検索可能となる

よう、アトリビュート「ANY」に「PTBLKEY」と「VOLKEY」を追加する方向で改

修を検討している。改修については、ベンダーと参加機関宛てに事前に告知し、問題が

生じないか慎重に調査をした上で進める。 

 

https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infocat/z3950/z3950_gw_bib1-use.html 

 

※現状で「ANY」は「BOOK」と「SERIAL」両方を検索する仕様になっているが、

「PTBLKEY」と「VOLKEY」は「BOOK」にしかないため単純に「ANY」に

「PTBLKEY」と「VOLKEY」を追加するとエラーになる。対応として、「ANY」の

検索対象から「SERIAL」を外すことを検討。 

※「ANY」の現行仕様は「AUTHKEY／TITLEKEY/ SHKEY の OR 検索」。

「AUTHKEY」「TITLEKEY」「SHKEY」にはそれぞれ個別のアトリビュートが設定

されている。 

以上 



2020年 9月 14日 

国立情報学研究所 

学術コンテンツ課 

 

COVID-19環境下における学術コンテンツサービスについて 

 

COVID-19環境下において、NACSIS-CAT/ILL 参加館が在宅勤務等を交えた新たな体制

に移行する中、大学図書館界の共有財産である学術コンテンツサービスの利用においても、

いくつもの要望が寄せられている。 

 

例） 

(1) WebUIP 

WebUIPを用いて、在宅勤務中の職員が業務を部分的に行いたい。 

(2) ILLステータス情報 

総合的な判断を行うために、ILLサービス停止状況の情報を提供してほしい。 

 

これに関連して、学術コンテンツサービス今後の対応を考えていくため以下の点につい

て、協議したい。 

 

1. その他の事例について 

 上記に関連した事例があるか。 

 

2. 参加館調査について 

今後、具体的に検討するにあたり、上記のほかにも要望がないか各館に調査を行いた

い。 

 

3. CAT/ILL関連データの公開可否について 

事例（2）のように、NIIが管理するデータを、公開してよいか伺いたい。 

 

以上 
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2020年 9月 14日 

国立情報学研究所 

学術コンテンツ課 

 

NACSIS-CAT/ILL参加館向け図書館システムアンケートの実施について 

 

令和 2 年 1 月、国立大学図書館協会学術情報システム委員会と本委員会が連名で、国立

大学図書館協会の加盟館を対象として、「図書館システム及び関連システムに関するアンケ

ート」を実施した。その結果、各機関における図書館システム及び関連システムの導入状況

や課題について、一定の状況理解を得ることができた（【参考資料 7】）。 

一方、NACSIS-CAT/ILL参加館には国立大学以外の私立大学、公立大学、研究所及び国

外の機関も含まれている。2022 年に向けた『在り方 2019』の具体化に向け、本年度の

NACSIS-CAT/ILL参加館向け図書館システムアンケートの実施について、検討を行いたい。 

 

アンケート実施素案 

1. 国大図協アンケート（参考資料７）の項目を踏まえつつ、「共同運用・調達」を検討す

る際の基礎データが得られるよう項目を見直す 

2. 対象は CAT参加館全体（国公私、研究所その他）とする。（国立大学は国大図協アンケ

ート対象だが再度調査対象とする） 

3. スケジュール案： 

10月半ば：項目確定 

11月～12月：アンケート実施 

年内：報告書公開 

1月：2020年度第 2回これから委員会で速報 

以上 
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2020 年 9 月 14 日 

国立情報学研究所 

学術コンテンツ課 

 

図書館総合展について（案） 

 

これからの学術情報システム構築検討委員会が公開した「これからの学術情報シ

ステムの在り方について（2019）」内で提示された共同調達について、さまざまな

モデル案を提示し，イメージを共有するために発表を行う。なお，本年度総合展は

オンライン開催である。  

 

１． フォーラム 

・ タイトル：「学術情報基盤を支えるシステムと制度のこれから」 

・ 日時：2020 年 11 月 5 日（木） 13:00～16:00 

・ 場所：オンライン開催（参加想定約 300 名）  

・ 実施方法：ライブ 

・ 内容 

(1) これから 2019 の概観（小山委員長）  

(2) 中央システムとローカルシステムの検討状況 

(ア) 中央システム整備（NII）  

(イ) 佛教大学のシステム開発状況報告（飯野主査）  

(3) モデル案（FAQ を交えて） （相原主査） 

(4) モデルの多様性・可能性（パネルディスカッション、モデレータ：小山

委員長、パネリスト：相原主査、飯野主査、粟谷委員、木下課長（鳥取

大学）、加藤館長（国際教養大学）） 

(5) 質疑応答 

 

 

以上 
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事 務 連 絡  
2020 年 9 月 8 日  

 
これからの学術情報システム構築検討委員会 御中 
 

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

 
学術コミュニケーション技術セミナー（JPCOAR Monday） 
講師の推薦について（依頼） 

 
平素よりお世話になっております。 
オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）では広く学術情報流通の周辺技術の知

識を修得することを目的に、連続オンライン講座「学術コミュニケーション技術セミナー
（JPCOAR Monday）」を開催することとしました。つきましては、貴委員会の関係者に講
義を賜りたく、ご多用のところ誠に恐縮に存じますが、下記のとおりご推薦くださいますよ
うお願い申し上げます。 
なお、ご推薦くださった方へは、あらためて当協会より講師の依頼を差し上げる予定です。 

 
記 

 
1. 日時：2020 年 11 月 16 日（月）13:30～16:30 
2. 会場：オンライン（Webex Events） 
3. 対象：学術情報流通に関心のある方 
4. 内容：電子ジャーナル・データベース周辺技術解説 [KBART，ERDB-JP] 
5. 謝金：なし 
6. 旅費：なし 
7. その他：学術コミュニケーション技術セミナー（JPCOAR Monday）の詳

細につきましては、添付の実施要項をご参照ください。 
 

以上 
 
 
 

担当：オープンアクセスリポジトリ推進協会 
人材育成作業部会 

Mail: jpcoar-training@nii.ac.jp 
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事 務 連 絡  
2020 年 9 月 8 日  

 
これからの学術情報システム構築検討委員会 御中 
 

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

 
学術コミュニケーション技術セミナー（JPCOAR Monday） 
講師の推薦について（依頼） 

 
平素よりお世話になっております。 
オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）では広く学術情報流通の周辺技術の知

識を修得することを目的に、連続オンライン講座「学術コミュニケーション技術セミナー
（JPCOAR Monday）」を開催することとしました。つきましては、貴委員会の関係者に講
義を賜りたく、ご多用のところ誠に恐縮に存じますが、下記のとおりご推薦くださいますよ
うお願い申し上げます。 
なお、ご推薦くださった方へは、あらためて当協会より講師の依頼を差し上げる予定です。 

 
記 

 
1. 日時：2020 年 12 月 7 日（月）13:30～16:00 
2. 会場：オンライン（Webex Events） 
3. 対象：学術情報流通に関心のある方 
4. 内容：検索技術解説[CiNii，NDL サーチ，Alma，カーリル，summon，

EBSCO， Web of Science，Scopus] 
5. 謝金：なし 
6. 旅費：なし 
7. その他：学術コミュニケーション技術セミナー（JPCOAR Monday）の詳

細につきましては、添付の実施要項をご参照ください。 
 

以上 
 
 
 

担当：オープンアクセスリポジトリ推進協会 
人材育成作業部会 

Mail: jpcoar-training@nii.ac.jp 



（案） 

令和 2 年 9 月 日 
 
オープンアクセスリポジトリ推進協会 運営委員長 
東京大学附属図書館事務部長 

江  川   和  子  殿 
 

大学図書館と国立情報学研究所との 

連携・協力推進会議 

これからの学術情報システム 

構築検討委員会委員長 

中央大学教授 

小 山 憲 司 
 
 
学術コミュニケーション技術セミナー（JPCOAR Monday）講師の推薦について（（回答） 

 
 

2020 年 9 月 8 日付で依頼のあった標記の件のうち、2020 年 11 月 16 日開催分について，

下記の者を推薦いたします。 
 
 

記 

 

職  名  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  片岡  真 

以上 
  



（案） 

 
2020 年 9 月  日 

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

江  川   和  子  殿 
 

大学図書館と国立情報学研究所との 

連携・協力推進会議 

これからの学術情報システム 

構築検討委員会委員長 

中央大学教授 

小 山 憲 司 
 
 
学術コミュニケーション技術セミナー（JPCOAR Monday）講師の推薦について（（回答） 

 
 

2020 年 9 月 8 日付で依頼のあった標記の件のうち、2020 年 12 月 7 日開催分について，

下記の者を推薦いたします。 
 
 

記 

 

職  名  佛教大学図書館専門員 

氏  名  飯野 勝則 

以上 

 



2020 年 9 月 3 日 
 

学術コミュニケーション技術セミナー（JPCOAR Monday） 実施要項 
 

1. 開催趣旨 
 機関リポジトリ運営をはじめとしたオープンアクセス関連業務に携わる担当者等を主た
る対象として、業務に関連した技術的知識について基本的理解ができるようなセミナーを
開催する。 
 学術情報流通には数多くの側面がありそれらは互いにさまざまに連関しているため、本
セミナーでは当協会の主分野であるオープンアクセスリポジトリに関連する技術に限定せ
ず、関連周辺技術を広く取り扱う。テーマに応じて、関連専門組織・委員会等から講師を
招聘するものとする。 
 
2. 開催方式 
オンライン（Webex Events）開催とする。 

 
3. 日程及びプログラム概要 
 
Ａ．オープンアクセス及び機関リポジトリ周辺技術解説（10/26（月）14:00～16:00） 
・ 学術コミュニケーションの動向 
・ リポジトリ周辺技術解説(1) JPCOAR スキーマなど 
・ リポジトリ周辺技術解説(2) OAI-PMH，（ResourceSync，）IRDB からの連携など 
Ｂ．デジタル・アーカイブ周辺技術解説（11/2（月）14:00～16:00）※ 
・ デジタル・アーカイブ周辺技術解説(1) IIIF など 
・ デジタル・アーカイブ周辺技術解説(2) DC-NDL、（ジャパンサーチ）など 
・ 研究データリポジトリ事例 
Ｃ．電子ジャーナル・データベース周辺技術解説（11/16（月）14:00～16:00）※ 
・ 電子ジャーナル・データベース周辺技術解説(1) COUNTER など 
・ 電子ジャーナル・データベース周辺技術解説(2) Altmetrics など 
・ 電子ジャーナル・データベース周辺技術解説(3) KBART，ERDB-JP など 
Ｄ．著者名・機関識別子、検索サービス周辺技術解説（12/7（月）14:00～15:30） 
・ 著者名・機関識別子技術解説 DOI，ORCID，e-Rad 研究者番号，科研費機関番号，

ISNI など 
・ 検索技術解説 CiNii，NDL サーチ，Alma，カーリル，summon，EBSCO，WoS，

Scopus など 
 

 ※プログラムＢ及びＣは、図書館総合展フォーラムとして開催する。 
 
4. 参加資格 
制限なし 

    
5. 申込方法 

JPCOAR が設置する Google フォーム（9 月下旬開設・周知予定）から申し込むものと
する。 

 
6. その他 
・ Ａ～Ｄのすべてを受講するか一部を受講するかは任意とする。 
・ 参加費は無料とする。 
・ 修了証は発行しない。 
・ 参加人数の制限なし。 

以上 
 



2020 年 9 月 14 日 

国立情報学研究所  

学術コンテンツ課  

 

『情報の科学と技術』への寄稿について（依頼）  

 

1. 概要 

『情報の科学と技術』（4 月発行予定）の「学術情報流通システムの標準化技

術」特集で、図書館システムに関連する標準化技術（CATP や Z39.50など）に

ついて、これからの学術情報システム構築検討委員会内で執筆してくださる方

をご推薦くださるようお願い申し上げます。  

 

2. 特集趣旨 

様々な学術情報流通システムでは、標準化された技術を取り込んで開発される

ことが多い。これにより例えば、システム間で効率よくデータを交換・処理した

り、開発効率を上げたりといったことを可能としている。  

本特集では学術情報流通界隈で用いられる標準化技術を紹介し、どのように利

用されているのかを知ることで、インフォプロの仕事を支えるツールについてデ

ータ・システムの側面から理解を深める。本特集が、例えばシステムの開発仕様

の策定時に参照されることを期待する。  

 

3. 構成案 ※今後、変更の可能性があります。  

(総論)開発者からみた標準化技術の利用(仮) 

(各論)★図書館システムにおける標準化技術(仮) 

(各論)機関リポジトリシステムにおける標準化技術 (仮) 

(各論)デジタルアーカイブシステムにおける標準化技術 (仮) 

(各論)論文出版システムの標準化技術(仮) 

 

★お願いしたい内容  

図書館システムにおいて主に用いられている標準化技術について、技術が登場

した歴史や経緯、特徴や類似する技術との差異、実際の普及状況等を伺いたい。  

例えば、CATP や Z39.50 を想定しているが、他に特筆すべきものがあれば含

めていただけるとありがたい。（なお、SRU、SRW は別記事で触れる可能性があ

る） 
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4. 分量、締切  

・締切 2021 年 1 月 20 日、分量 12,000 字程度 

 - 刷り上がり 6 ページ。本文、和・英抄録、参考文献を含みます。  

 - 図版が入る場合は、その分文字数を調整（縮減）いただければと思います。  

 

5. その他 

・原稿料: 刷り上がり 1 ページに対し 4,000 円（6 ページ上限）をお支払いします。  

 

以上 



2020 年 9 月 14 日 

国立情報学研究所  

学術コンテンツ課  

 

フォーラム・セミナー等の参加状況について（報告） 

 

１．オープンフォーラム 2020 

コンテンツトラック 1 

「2022 年に向けた目録所在情報サービス再構築の具体的な取組み」 

・ 日時：2020 年 6 月 8 日（月） 10:30-12:00 

・ オンライン開催  

https:/ /www.nii.ac.jp/openforum/2020/day1_content1.html  

・ プログラム  

１． 「イントロダクション」 

小山 憲司（中央大学／これからの学術情報システム構築検討委員会委

員長） 

２． 「2022 年に実現されるシステムとその後の展望」 

小山 憲司（中央大学／これからの学術情報システム構築検討委員会

委員長） 

３． 「国立情報学研究所における次期目録所在情報サービスの検討状況」 

村上  遥（国立情報学研究所／これからの学術情報システム構築検

討委員会事務局） 

４． 「システムワークフロー検討作業部会の活動報告」 

飯野 勝則（佛教大学／これからの学術情報システム構築検討委員会

システムワークフロー検討作業部会主査） 

５． 「システムモデル検討作業部会の活動報告」 

相原 雪乃（北海道大学／これからの学術情報システム構築検討委員

会システムモデル検討作業部会主査） 

６． 質疑応答  

・ 参加者数：473 名 

・ 備考：講演は録画を行い，資料と動画を公開した 
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２．第 1 回学術情報ソリューションセミナー  on the Web 

「2022 年に向けた目録所在情報サービス再構築の具体的な取組み  :学術情報基盤オ

ープンフォーラム 2020 ダイジェスト」村上  遥（国立情報学研究所／これから

の学術情報システム構築検討委員会事務局）  

・ 日時：2020 年 6 月 24 日（水） 14:10-14:40 

・ オンライン開催  

https:/ /www.sunmedia.co.jp/e -port/online-support/folder/event/solution-

seminar2020.html  

・ 参加者数：645 名 (6 月 24 日時点申込者数) 

・ 備考：講演は録画を行い，資料と動画を公開した 

 

３．今後の参加予定  

2020 年 9 月 30 日（水）, 10 月 8 日（木） リコーセミナー  

2020 年 11 月 5 日（水） 図書館総合展  

以上 



                   

 

2020年 9月 14日 

国立情報学研究所 

学術コンテンツ課 

 

CiNii Researchに関する検討会について 

 

１． 目的 

既存の CiNiiの 3つのサービスを含め、今後の学術研究活動における研究データ

検索基盤の在り方、将来構想等について検討するため設置する。 

 

２． 開催回数等 

回数：3回程度／年 

時間：2時間／回 

 

３． 構成 

オープンサイエンスや情報検索について国内外の動向を把握している研究者、大

学図書館職員等から 6名程度 

 

４． 主な検討課題 

(1) CiNii Research の在り方 

① コンセプト、ポリシーの策定 

② ターゲットユーザ 

③ ユーザインタフェースの考え方 

④ サービス拡張の方向性 

 

(2) 既存 CiNiiと CiNii Researchとの関係について 

① 既存 CiNiiの CiNii Researchへの統合 

② 既存 CiNiiのサービスレベルの維持 

 

(3) Knowledge Graphの構築について 

① データ拡充の方針・方法 

② 外部への提供方針・方法 

③ 名寄せ精度の向上方法 

 

(4) Open Citation について 

① Open Citation を用いた、引用／被引用関係データの拡充 

② 研究者・研究機関の評価指標としての利用 

 

(5) 検索基盤における識別子について 

① JST、NDLのサービスとの識別子での連携 
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② 国内およびグローバル識別子の名寄せによる国際連携の推進 

③ 新たなグローバル識別子の取込み 

 

 

(6) 統合的発見環境と CiNii Researchとの関係について 

① 電子リソースのライセンス情報の取込み 

② 既存ディスカバリーサービス(EDS、Summon等)との差別化 

など 

 

５． 議結果の取り扱い 

議事録、審議結果のまとめについては、原則、公開とする。 

 

６． 今後の進め方 

(1) 今年度は、主な検討課題の(1)～(2)を重点的に検討する。 

(2) 次年度以降は、主な検討課題の(3)～(6)等を重点的に検討する。その際、委員の

増員を行う予定である。 

(3) 将来的には、本検討会を連携・協力推進会議の下部委員会として組織化する。 

 

以上 

  



                   

 

              

CiNii Researchに関する検討会設置要綱 

 

令和 2年 9月 4日制定 

 

（目的） 

第１条 CiNii Research に関する検討会（以下、検討会という。）は、CiNii Research の将

来構想等を検討することを目的とする。 

 

（構成） 

第２条 検討会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 

一 国公私立大学の研究者 

二 国公私立大学図書館の職員 

三  国立情報学研究所の職員 

四  その他国立情報学研究所長が必要と認めた者 

 

２ 検討会の設置期間は、承認日からその目的が達成されたと国立情報学研究所長が認める

ときまでとする。 

 

（任期） 

第３条 検討会委員の任期は、４月１日から翌年３月３１日までの１年間とする。ただし、

再任を妨げない。 

 

（主査） 

第４条 検討会に主査を置き、検討会委員の互選によって選出する。 

 

（会議開催） 

第５条 検討会は、検討会委員の過半数の出席によって成立する。 

２ 検討結果は、原則として、公開とする。 

 

（事務局） 

第６条 検討会の事務局は、国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課に置く。 

 

（運営の細目） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、検討会において

別に定める。 

 

附則 

この要綱は、令和 2年 9月 4日から施行する 

  



                   

 

CiNii Researchに関する検討会委員名簿 

 

№ 機関名 職名 氏名 

1 東京大学 大学院人文社会系研究科准教授 大向 一輝 

2 物質・材料研究機構 統合型材料開発・情報基盤部門 材料デ

ータプラットフォームセンターデータ

システムグループ主任エンジニア 

田邉 浩介 

3 国立情報学研究所 特任准教授 大波 純一 

4 東京大学 医学部・医学系研究科図書情報チーム係

長 

田口 忠祐 

5 一橋大学 学術・図書部 学術情報課 電子情報係

長 

菅原 光 

6 筑波大学 学術情報部  アカデミックサポート課 

利用者支援係長 

嶋田 晋 

 



これからの学術情報システム構築検討委員会規程

平成２４年７月２０日

制 定

改正 平成２６年７月２０日

平成２７年２月１８日

平成２７年３月１３日

平成３０年２月２８日

（設置）

第１条 大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議（以下「推進会議」とい

う。）の下に、これからの学術システム構築検討委員会（以下「委員会」という。）を置

く。

（目的）

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。 
（組織）

第３条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

一 国公私立大学図書館の職員

二 国立情報学研究所の職員

三 その他連携・推進会議の委員長が必要と認めた者

２ 委員は、連携・推進会議の委員長が委嘱する。

（任期）

第４条 委員および協力員の任期は、４月１日から翌年３月３１日までの１年間とする。

ただし、再任を妨げない。

（委員長）

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって選出する。

２ 委員長の任期は、４月１日から翌年３月３１日までの１年間とする。ただし、再任を

妨げない。

（作業部会）

第６条 委員会は、必要に応じて作業部会を設置することができる。

２ 作業部会に主査を置く。主査は、委員会の委員の中から、委員会の議を経て委員長

が委嘱する。

３ 作業部会の設置期間は、別に定める。

４ 作業部会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

一 国公私立大学図書館の職員
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 二 国立情報学研究所の職員 
 三 その他委員長が必要と認めた者 
５ 作業部会委員は、作業部会主査の推薦により、委員長が委嘱する。 
６ 作業部会の運営に関する細則は、別に定める。 
（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課において処

理する。 
（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会において別

に定める。 
 

附 則 
この規程は、平成２４年７月２０日から施行する。 
 

附 則 

この規程は，平成２６年７月２０日から施行する。 

 
附 則 

この規程は，平成２７年２月１８日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成２７年３月１３日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成３０年２月２８日から施行する。 

 



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。

fujii
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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） 



これからの学術情報システム構築検討委員会システムモデル検討作業部会内規

平成 31 年 3 月 22 日 
制      定

（設置）

第１条 これからの学術情報システム構築検討委員会（以下「委員会」という。）規程の第

６条に基づきシステムモデル検討作業部会（以下「作業部会」という。）を設置する。

（所掌業務）

第２条 作業部会は、次の業務を遂行する。

一 統合的発見環境を可能にする新たな図書館システム・ネットワークの持続可能な運

用モデル・体制に係る検討

二 システムの共同調達・運用に係る調査・検討

三 その他図書館システム・ネットワークのシステムモデル検討に係る業務

（設置期間）

第３条 作業部会の設置期間は、設置の日からその目的が達成されたと委員会が認めると

きまでとする。

（運営）

第４条 作業部会の活動方針及び活動計画は、作業部会の協議を経て作業部会主査が策定

し、委員会の承認を得るものとする。

２ 作業部会主査は、委員会において作業部会の活動状況を報告するものとする。

３ 作業部会の業務遂行において必要な場合は、作業部会委員以外の者の協力を得ること

ができるものとする。

（庶務）

第５条 作業部会の庶務は、国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課において

処理する。

附 則

この内規は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

参考資料 No.3

content
長方形



これからの学術情報システム構築検討委員会システムワークフロー検討作業部会内規

平成 31 年 3 月 22 日 
制      定

（設置）

第１条 これからの学術情報システム構築検討委員会（以下「委員会」という。）規程の第

６条に基づきシステムワークフロー検討作業部会（以下「作業部会」という。）を設置す

る。

（所掌業務）

第２条 作業部会は、次の業務を遂行する。

一 統合的発見環境に係る検討

二 電子情報資源のデータ共有に係る検討

三 メタデータ流通の高度化に係る検討

四 ERDB-JP の維持管理に係る業務

五 CAT2020 に係る運用移行支援業務 
六 その他図書館システム・ネットワークのワークフローに係る業務

（設置期間）

第３条 作業部会の設置期間は、設置の日からその目的が達成されたと委員会が認めると

きまでとする。

（運営）

第４条 作業部会の活動方針及び活動計画は、作業部会の協議を経て作業部会主査が策定

し、委員会の承認を得るものとする。

２ 作業部会主査は、委員会において作業部会の活動状況を報告するものとする。

３ 作業部会の業務遂行において必要な場合は、作業部会委員以外の者の協力を得ること

ができるものとする。

（庶務）

第５条 作業部会の庶務は、国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課において

処理する。

附 則

この内規は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

参考資料 No.4
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2020 年 1 月 27 日 
システムモデル検討作業部会 

 
2020 年度活動計画（案） 

 
1. 活動概要 

第 25 回これからの学術情報システム構築検討委員会において承認された「活動計画」

を基に，引き続き中央システム運用モデル・体制・コスト負担及びシステムの共同調

達・運用について検討を行う。 
（ア） 中央システム運用モデル・体制・コスト負担 

① 調査・検討 
② 検討案作成 

（イ） システム共同調達・運用モデル 
① 課題整理 
② 調査・検討 
③ 検討案作成 

 
2. 活動詳細 
（ア） 引き続き中央システム運用モデル・体制・コスト負担について検討を行い、新しい

中央システムとその運用について全体像を示す活用事例と共に、これからの学術情

報システム構築検討委員会で報告する。 
（イ） システムの共同調達・運用について調査・検討を行い、複数のパターンによる運用

モデルと財政モデルをこれからの学術情報システム構築検討委員会で報告する。 
 

以上 
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2020年 1月 27日 

システムワークフロー検討作業部会 

 

2020年度活動計画（案） 

 

1. 全体活動 

第 25 回これからの学術情報システム構築検討委員会において承認された「活動計画」

を基に，引き続き以下のような活動に取り組む。 

(ア) JUSTICE との連携 

(イ) 国内外の事例調査及び外部機関等との情報交換 

(ウ) 中央システム及び図書館システムの連携下における業務ワークフロー及び図書館

システムのモデルの再構築 

 

2. 班別活動 

① 中央システム整備（電子リソース対応） 

・ 図書館システム整備（モデル A・B）班と共同で、運用実証実験を継続して行う。 

・ 複数年契約のパッケージのライセンス情報をどのように作成するかについて方向

性を定め、アップデート情報の反映方法などの付随する課題を検討する。 

 

② 中央システム整備（メタデータ流通の高度化検討） 

・ 電子ブックについて、ERDB-JP にメタデータ登録するための拡張項目を洗い出

し確定する。 

・ デジタルアーカイブについて、国立国会図書館（NDL）と大学とのつなぎ役とし

ての活動を行い、テストデータをNDLに提供する。 

・ メタデータ検討について、電子ブック、デジタルアーカイブも含めた包括的な内

容で、NACSIS-CATメタデータの提供計画を作成する。また、典拠データの望ま

しい形についても検討を行う。 

 

③ 中央システム整備（統合的発見環境） 

・ 商用検索システムを基礎として、統合的発見環境と ILLについて、実装すべき機

能の検討を行う。 

 

④ 図書館システム整備（モデル A・B） 

・ 中央システム整備（電子リソース対応）班と共同で、運用実証実験を継続して行

う。 

・ 流通メタデータの活用について、検討を行う。 
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⑤ ERDB-JP運用 

・ ERDB-JPの持続可能性を高め、自律的運用を行うための支援を行う。 

 

⑥ CAT2020運用支援 

・ 2020年 6月 1日に運用を開始する CAT2020について、運用支援を行う。 

以上 
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