
第 13 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：平成 29 年 2 月 21 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：

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・審議） 
３．機関リポジトリ推進委員会（オープンアクセスリポジトリ推進協会）の活動について（報

告・審議）

４．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・審議）

５．SCOAP3タスクフォースの活動について（報告） 
６．平成 28 年度教育研修事業実施報告（報告） 
７．その他
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１．  第 12 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 
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２－２．  2016 年度大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）決算報告（案） 
２－３．  2017 年度大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）予算（案） 
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３－３－７．オープンアクセスリポジトリ推進協会への活動支援について（依頼）



４－１．  平成 28 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 
４－２．  NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化について（NACSIS-CAT 詳細案） 
４－３．  平成 29 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） 
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５．    SCOAP3フェーズ２に向けたタスクフォース活動状況（報告） 
６．    平成 28 年度教育研修事業（報告） 

 
参考資料 
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２．   大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議設置要綱 
３．   大学図書館コンソーシアム連合要項 
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平成 29 年 2 月 21 日 
 

第 13 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 

 
【国立情報学研究所】 
国立情報学研究所長  喜連川 優 
国立情報学研究所副所長  安達 淳 
学術基盤推進部長  漆谷 重雄 
学術基盤推進部次長  酒井 清彦 
学術基盤推進部学術コンテンツ課長 [ 陪席 ] 細川 聖二 
学術基盤推進部図書館連携・協力室長 [ 陪席 ] 小陳 左和子 

 
【国公私立大学図書館協力委員会 常任幹事館】 
東京大学附属図書館 館長  久留島 典子 

副館長  堀  浩一 
事務部長  尾城 孝一 
総務課長 [ 陪席 ] 木下 聡 
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学術情報部長  江川 和子 
情報企画課長 [ 陪席 ] 岡部 幸祐 

横浜市立大学学術情報センター センター長  三浦 敬 
学務・教務部学術情報課係長  浅見 敏雄 

大阪府立大学学術情報センター 学術情報室長  大前 富美 
早稲田大学図書館 館長  深澤 良彰 

事務部長  荘司 雅之 
慶應義塾大学メディアセンター 
本部 

所長  赤木 完爾 
事務長  風間 茂彦 
課長 [ 陪席 ] 松本 和子 

 
【これからの学術情報システム構築検討委員会】 
中央大学文学部教授 
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[ 陪席 ] 小山 憲司 
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【文部科学省】 
研究振興局 学術基盤整備室 参事官補佐 [ 陪席 ] 玉井 英司 
研究振興局 学術基盤整備室 大学図書館係長 [ 陪席 ] 菅原 光 
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学術基盤推進部学術基盤課課長 [ 陪席 ] 亀井 耕治 
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
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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 ] 田口 忠裕 

 



第 12 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 28 年 7 月 19 日（火）10:00～11:40 
2. 場所：国立情報学研究所 19 階会議室 
3. 出席者： 

（委員館） 
喜連川所長，安達副所長，漆谷学術基盤推進部長，酒井学術基盤推進部次長（以上，国立情

報学研究所），堀副館長，尾城事務部長（以上，東京大学附属図書館），江川学術情報部長（筑

波大学附属図書館），深澤館長，荘司事務部長（以上，早稲田大学図書館），赤木所長，風間

事務長（以上，慶應義塾大学メディアセンター） 
（陪席） 

  岩田総務部長，亀井学術基盤課長，細川学術コンテンツ課長，大向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，小陳図書館連携・協力室長，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，上村学術コンテンツ課学術コンテンツ整備チー

ム係長，阪口学術コンテンツ課学術コンテンツ整備チーム係長，片岡学術コンテンツ課研究

成果整備チーム係長，田口学術コンテンツ課研究成果整備チーム係長（以上，国立情報学研

究所），甲斐事務部長・これからの学術情報システム構築検討委員会委員（京都大学附属図書

館），富田事務部長・機関リポジトリ推進委員会委員長（北海道大学附属図書館），玉井学術

基盤整備室参事官補佐，菅原学術基盤整備室大学図書館係長，立原学術基盤整備室大学図書

館係（以上，文部科学省研究振興局参事官），木下総務課長，熊渕情報管理課長（以上，東京

大学附属図書館），岡部情報企画課長（筑波大学附属図書館），中川学務・教務部学術情報課

学術情報担当係長（横浜市立大学学術情報センター），本間総務課長（早稲田大学図書館），

関本部課長，岡野本部主任（慶應義塾大学メディアセンター） 
 
4. 議事： 
（報告事項） 
（１）前回議事要旨案について 

慶應義塾大学赤木委員長より，前回議事要旨は既に確定済みである旨の確認があった。 
 

（報告事項） 
（２）大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）の活動について 
   国立情報学研究所（以下，NII）小陳室長より，資料 2 に基づいて報告があり以下の質問が

あった。 
l 「論文数および APC 支払額の推移」について，フル OA 誌掲載論文数の増え方が微増で

あるのに対して，APC 支払額は 2 年間で倍増に近い。これは，ハイブリット誌の OA 論

文が増えていることが理由か。また，今後 APC 支払額はどのような増え方をすると予測

されるか。 
Ø 現時点ではまだフル OA 誌のみの APC 支払額を集計しているため，ハイブリット誌



は含んでいない。支払額増加の要因は詳細な分析が必要だが，投稿先の雑誌の変化

もその一つと推測される。支払額がどのように増えていくかは，3 年分のデータだ

けでは予測が難しい。 
l 「図書館資料費の推移：国公私立大学 1 大学あたりの平均額」について，「図書」の経費

が減少していることは学生の利用に影響を与えているように思われる。日本の特殊事情

なのか。アメリカでも同様の状況なのか。もしくは出版業界自体の縮小に依るものなの

か。 
Ø アメリカの大学でも図書館資料費があまり増えていないと聞いているが，図書購入

経費の推移は把握できていない。 
l 学生が図書を読まなくなっている傾向もある。学生の情報収集や学習の源がどのように

シフトして行っているか調査することも有益である。 
 
（報告事項） 
（３）機関リポジトリ推進委員会の活動について 
   北海道大学富田部長より，資料 3-1 から 3-3 に基づいて，推進委員会の活動と，オープン

アクセスリポジトリ推進協会の設立について報告があった。 
 
（報告・審議事項） 
（４）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 
   京都大学甲斐部長より，資料 4-1 から 4-2 に基づいて，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）の活動について報告及び説明があり，以下のような意

見交換の後，NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化についての基本方針が承認された。 
l NACSIS-CAT/ILL に依存している図書館に対して，図書館システムの入れ替え等，何か

特別な対応や費用が発生する可能性はあるのか。 
Ø 基本方針では既存システムで対応できるよう配慮する旨が記載されている。今後，

具体的な影響について調査を実施する予定である。 
l 書誌データのフラット化に伴い，各大学の階層構造を持つ既存データとフラットな新規

データが共存するイメージなのか。それとも既存データもすべてフラットに変更するイ

メージなのか。 
Ø 過去の書誌データも遡及的に階層構造を変更する必要があるのかという点について

は，重要な問題であり前回の議事要旨でも記録されているが，いつかは実施しなけ

ればならないことであると認識している。 
l 基本方針を決めてから，詳細（ベンダーに対応を依頼等）を詰めるという順番で問題は

ないのか。 
Ø 図書館システムというより，運用上の問題を解消するため，今後の日本の図書館の

書誌作成方針を決めることは良いことと思われる。但し，既存の書誌データの移行

の問題もあり，さらには今後，システム設計的な方向性（電子資料データ（ERDB）

との整合性等）の検討も必要になってくると思われる。 
Ø NACSIS-CAT/ILL については，基本方針に基づき，移行の問題も含めて作業部会で



具体的な検討や作業に着手していく。また，今後の学術情報システムの方向性につ

いては，これから委員会で議論を続けていきたい。 
 
（報告事項） 
（５）SCOAP3タスクフォースの活動について 
   東京大学熊渕課長より，資料 5-1 から 5-3 に基づき，7 月中に全大学に対してフェーズ 2

に向けた状況を文書で報告し，9 月に参加意向確認を行う予定であることが報告された。 
 
（報告事項） 
（６）国立情報学研究所の最近の動向 
   NII 細川課長より，資料 6 に基づいて，学術コンテンツ事業の最近のトピックスについて

報告があった。 
 
（報告事項） 
（７）国公私立大学図書館協力委員会の最近の動向 
   慶應義塾大学関課長より，資料 7-1 に基づき，協力委員会のもとに設置されているワーキ

ンググループやタスクフォースの活動について報告があった。 
 また，東京大学尾城部長より，資料 7-2 に基づいて，国立大学図書館協会が策定し，今年

6 月の総会で正式に採択された「ビジョン 2020」の紹介があった。 
l これから委員会と同様，今後目指していく理想像を根源的に考える場を持つことは良い

ことだと思われる。今後は，著作権問題も含めて，研究者に向けどのようなサービスを

提供していくかという観点での議論についても望みたい。 
 
（８）その他 

NII 喜連川所長より，今年 4 月より本格運用を開始した SINET5 について紹介があった。 
 

以上 



 

大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）活動報告 
（2016 年 7 月 19 日～2017 年 2 月 17 日の重点事項） 

1. 出版社交渉 
(1) 2016 年度交渉状況 

 2016 年度（2 月 17 日現在） （参考）2015 年度 
交渉・協議対象 68 社（海外 60，国内 8） 68 社（海外 58，国内 10） 
提案合意，開示済 58 社（海外 52，国内 6） 

114 提案・213 製品 
56 社（海外 50，国内 6） 
113 提案・204 製品 

提案合意後取消 1 社・2 提案・2 製品 - 
直接対面交渉回数 76 回（うち本交渉 5 回） 104 回（うち本交渉 3 回） 

 

(2) 2018 年契約向け交渉 
大手出版社の複数年提案は 2017 年契約向けが最終年のため，2018 年以降の契約モ

デルに関する交渉に着手した。（Elsevier，Wiley，Springer Nature，Oxford UP など） 
 

2. 国内研究者による論文公表に関する実態調査の実施 
・運営委員会の下に「論文公表実態調査チーム」を設置し，2015 年度から活動中。 
・日本のオープンアクセス率やオープンアクセス出版料（APC）支払額を把握し，APC
支払額と購読料の相殺交渉，新たな契約モデル（購読料と APC を組み合わせたモデ

ル）の適用可能性の検討を目的とする。 
・国内の研究者が公表した論文のデータ（2012～2014 年公表分，Web of Science）を入

手し，雑誌掲載論文数／オープンアクセス論文数／APC の支払推定額を，出版社ご

と／機関ごとに集計中。 

〔現在の集計概要〕 

(1) 雑誌掲載論文数 
・国内機関・病院・企業に所属する構成員が代表著者の論文数は，年間約 65,000 件。 

(2) オープンアクセス論文数 
・65,000 件中，フルオープンアクセス誌掲載論文数は，約 15%（約 9,600 件）。 
・フルオープンアクセス誌掲載論文の APC 支払推定額は，12.8 億円。 
・ハイブリッド誌掲載 OA 論文の特定は容易ではなく，継続作業中。 

(3) 機関別集計 
・年間 65,000 件の論文は，約 2,200 機関に所属する著者から公表されている。 
・大学・大学共同利用機関からの公表論文は，約 50,000 件，約 500 機関。 
・50,000 件のほとんどは，JUSTICE 会員館の機関からの公表論文（99.7%）。 

(4) 分野別集計 
・分野別掲載論文数は，①医学（35.2%），②生物学（14.0%），③物理学（13.6%），

④工学（13.3%），化学（10.1％）の順。 
・フルオープンアクセス誌掲載論文数および APC 支払推定額では，医学だけで全

体の 50%を超える。 
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3. 国内電子書籍の導入検討 
・2016 年度，運営委員会の下に「国内電子書籍導入検討チーム」を設置した。 
・これまでの情報収集やベンダーとの懇談結果も踏まえた上で，契約・利用条件や利

用環境の改善に向けた活動に着手した。 
・大学図書館における国内電子書籍の導入に関する現状と課題を把握するため，会員

館に対して，アンケート調査およびインタビューを行った。 
・会員館の導入状況や意見・要望も踏まえて，国内電子書籍出版・提供関係者との協

議を行っていく。 
 
4. 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 
(1) 電子ジャーナル・バックファイル 
・NII の契約により，Oxford University Press（OUP）電子ジャーナル・アーカイブ・コ

レクションのナショナル・アカデミック・ライセンスの範囲が拡大される。 
【現在】1996～2003 年 → 【予定】創刊号（1849 年）～2003 年 
※NII-REO プラットフォームによる利用（NII への利用申請が必要） 

・ナショナル・アカデミック・ライセンスによるバックファイルの整備について，NII
の協力を得ながら継続的に検討を行っている。 

・日本学術会議「第 23 期学術の大型研究計画に関するマスタープラン」（マスタープ

ラン 2017）の重点大型研究計画（28 件）に，「電子ジャーナル・バックファイル等

へのアクセス基盤の整備」（別紙参照）が選定された。 
 
(2) 人文社会科学系電子コレクション 
・NII から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。 

- MoMW II : The Making of the Modern World, Part II, 1851-1914（社会科学系学術図書） 

※2016 年度再提案 
- ECCO : Eighteenth Century Collections Online（18 世紀英国・英語圏刊行物集成） 
- EEBO : Early English Books Online（初期英語書籍集成） ※2016 年度新規提案 

・2016 年 6 月，NII において，ECCO を NII-REO に搭載（ECCO 購入機関は NII-REO
プラットフォームでも利用可，年間アクセス料不要）。 

・NII において，MoMW，MoMW II の購入機関に MARC レコードを配付。 
 
5. 電子リソースに関わる図書館職員の資質向上 
(1) 「JUSTICE 電子資料契約実務研修会」の開催 

会員館の実務担当者向け研修会を，東京以外の 2 地区でも開催した。 

7 月 8 日(金) 信州大学 中部地区担当者向け 
7 月 14 日(木) 北海道大学 北海道地区担当者向け 
9 月 7 日(水) 学術総合センター（東京） 版元提案説明会と同時開催 

 



(2) 『電子資料契約実務必携』の一部改訂 
・2012 年 3 月刊行の『電子資料契約実務必携』は，会員館の実務担当者向けテキスト

として活用されている。 
・2016 年 9 月，最新の情報に更新するなどの改訂を行った（引き続き改訂作業中）。 

 

(3) 実務研修（NII 実務研修制度による，JUSTICE 事務局での OJT 研修） 
氏 名 赤木 真由子（一橋大学学術・図書部学術情報課レファレンス係） 
期 間 2016 年 8 月 1 日(月) ～ 2016 年 10 月 7 日(金)  （10 週間） 
テーマ 電子資料契約見直し事例に関する調査 

※NII 教育研修事業ウェブサイトに，実務研修報告書を掲載済 
※会員館限定ウェブページに「電子資料契約見直し事例集」を掲載済 

 

6. 国際会議への派遣 
・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

ーシアムとの間で情報共有・意見交換を行っている。 

回次 日程 開催地 派遣者 
2016 
春季 

2016.4.17-20 ロサンゼルス 
（米国） 

長坂 和茂（京都大学） 作業部会委員 
矢野 恵子（明治大学） 事務局職員 

2016 
秋季 

2016.10.16-19 アムステルダム 
（オランダ） 

堀越 邦恵（北海道大学）作業部会委員 
矢野 恵子（明治大学） 事務局職員 

・OA 関係セッションで JUSTICE から報告を行った。 
- 春季会合：“Japan’s OA and APC Experience : JUSTICE APC Study”（長坂） 
- 秋季会合：“From Subscription to Open Access ? : JUSTICE Study on OA publishing and 

APC spend in Japan”（矢野） 
・春季会合後，米国カリフォルニア州のコンソーシアム（SCELC）と懇談を行った。 

 
7. 総会の開催 

日 時 2017 年 3 月 1 日(水) 13:00～16:30 
場 所 一橋大学一橋講堂中会議場（東京都千代田区一ツ橋 学術総合センター） 
内 容 【第一部】総会議事 

2016 年度活動報告・決算案，2017 年度活動計画・予算案， 
2017 年度運営委員会委員案 

【第二部】各種報告「図書館とオープンアクセス」 
「オープンアクセスに関する海外の動向」 
森嶋 桃子（慶應義塾大学／JUSTICE 作業部会委員） 
矢野 恵子（明治大学／JUSTICE 事務局） 

「国内研究者による論文公表に関する実態調査報告」 
砂押 久雄（東京工業大学／JUSTICE 作業部会委員）  
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計画番号150  学術領域番号34-1 

 

電子ジャーナル・バックファイル等へのアクセス基盤の整備 

 

① 計画の概要 

学術研究・教育活動に不可欠な学術情報のうち、電子化が急速に進行している学術雑誌や学術資料等へのアクセスを安定的・

継続的に保証するためのセーフティネットとなるアクセス基盤の整備を促進する。情報・システム研究機構国立情報学研究所

（NII）が、NII と国公私立大学図書館協力委員会との連携・協力協定に基づき設置した「国立情報学研究所と大学図書館との

連携・協力推進会議」の下部組織である「大学図書館コンソーシアム連合（Japan Alliance of University Library Consortia 

for E-Resources : JUSTICE）」との連携・協力により、電子ジャーナル・バックファイルや人文社会科学分野の電子資料コレク

ションについて、体系的に導入を図り、NII が運用する電子リソースリポジトリ（NII－REO）に搭載して提供することにより、

日本全国の大学等機関による共同利用を実現する。 

② 目的と実施内容 

学術情報流通の電子化が急速に進行し、学術論文流通の主役は、紙媒体の雑誌から電子ジャーナルへと移行している。海外

の主要な学術出版社は、カレントデータの電子ジャーナル発行と並行し、創刊号に遡ってバックナンバーの電子化まで完了し

ており、これをバックファイル・コレクションとして提供している。学術研究・教育活動においては、カレントデータに劣る 

ことなく、過去の学術研究成果である

バックファイルの利用が必要不可欠で

あるものの、個々の大学等においては、

バックファイル・コレクションの整備

は進んでいない。さらには、人文・社会

科学分野の原資料のコレクションにつ

いても、順次電子化が進行しているが、

いずれも高額なため、バックファイル

と同様に導入できるのは一部の大規模

大学等に限られており、アクセスの不

平等が生じている。 

本計画は、海外の主要な学術出版社の

提供する電子ジャーナル・バックファ

イルや人社系の電子資料コレクション

も含めた電子リソースの体系的な導入

を図るとともに、導入したコンテンツ

を NII-REO に搭載し、一元的に提供す

ることで、全ての大学等機関による共

同利用を実現するものである。 

③ 学術的な意義 

学術研究・教育活動においては、先行研究の調査は必要不可欠であり、その成否が研究・教育そのものの方向性を大きく左 

右するといっても過言ではない。 

学術図書館研究委員会（SCREAL）により 2014 年に実施された我が国の研究者の電子ジャーナル利用動向調査によると、薬学、

化学、生物学、物理学等の自然科学分野では、半数以上の研究者が、ほぼ毎日、電子ジャーナルを自身の研究活動に利用して 

いる。比較的利用頻度の少ない人文社会科学系の研究者についても、ほぼ 8 割が、月に１回以上は電子ジャーナルを利用する

ことが不可欠な状況となっている。また、研究者の半数以上が、紙媒体ではなく電子ジャーナル形態でのバックナンバー整備 

を希望している状況である。 

一方、米国の研究者による2012年の調査では、電子ジャーナル利用の約25%が5年以上前の学術論文であることが示されてい

る。また、SCREALによる2014年の調査では、我が国においても5年以上前の学術論文に対する利用が全体の約20～30%を占め

ているとの結果が報告されており、学術研究・教育活動において、電子ジャーナル・バックファイルの重要性は疑う余地がな 

いものと言える。国内の全ての大学等が平等に電子リソースにアクセス可能なアーカイブ基盤を整備することで、我が国全体

の学術研究・教育活動の発展に大いに寄与するものである。 

④ 国内外の動向と当該研究計画の位置づけ 

イギリス、ドイツ、フランス、カナダ、韓国、中国等において、既に電子ジャーナル・バックファイルや電子資料コレクシ 

ョン等を国の財政支援によって整備し、国内の学術研究機関への提供を行っている。特に、ドイツにおいては、2004 年以降、

ドイツ学術振興会の資金により、電子ジャーナル・バックファイルや電子資料コレクション等の電子リソースのナショナル・ 

サイト・ライセンス契約を締結させており、投入された資金の総額は既に1億ユーロを超えている。フランスでは、2012年か
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ら同様のナショナル・サイト・ライセンスの国家プロジェクトを展開しており、6,000万ユーロが国から助成されている。 

我が国においては、一部の大規模大学等が個別にバックファイルや電子資料コレクションを購入し、学内利用に供しているも

のの、その数は限られ、導入は遅々として進んでいないのが実情である。また、未導入の大学の多くは、導入計画すら立てら 

れない状況にあり、その大きな理由が予算確保の目途が立たないことである。こうした学術情報基盤の整備において諸外国に

大きく後れをとることは、我が国の学術研究・高等教育の衰退を招くものといって過言ではない。 

⑤ 実施機関と実施体制 

NIIが主な実施機関として本計画を推進する。NIIは、平成22年10月に、国公私立大学図書館協力委員会との間で「連携・

協力の推進に関する協定書」を締結し、活動を推進するための組織として、国公私立大学図書館協力委員会の常任幹事館とNII

を構成員とした「大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議」を設置している。 

上記協定書においては、「バックファイルを含む電子ジャーナル等の確保と恒久的なアクセス保証」を危急の課題と位置づけ、

平成23年4月に「連携・協力推進会議」の下に「大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）」を発足させている。JUSTICEは、

国内の500を超える大学図書館が参加する組織であり、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、人 

材育成等を通じて、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、出版社等との交渉を通じた電子リソースの購入・

利用条件の確定や、電子ジャーナルのバックファイルや電子資料コレクション等の拡充に向けた諸事業を実施している。 

本計画の実施にあたっては、NIIが経費の調達及び導入後の電子リソースの提供環境等を整備し、導入対象となる電子ジャーナ

ル・バックファイルや電子資料コレクションの選定および学術出版社との契約条件の交渉等についてはJUSTICEの協力を得る。 

⑥ 所要経費 

計：92億円 

（内訳） 

１．電子リソース購入経費：88億円 

電子ジャーナル・バックファイルや電子資料コレクションを、既にコンソーシアム（大学等の連合体）単位で契約可能、ある

いはコンソーシアム契約に応じる姿勢を見せている出版社のうち、大学等の需要が高い10 社の電子ジャーナル・バックファ

イルおよび電子資料コレクション8点の購入を計画するものである。 

２．運営費：4億円 

出版社毎に異なるメタデータを統一フォーマットに変換するためのローダ開発、人文社会系の電子資料コレクションのように

コレクション毎に異なる原資料（文書、会議録、古典籍、報告書、新聞等）の特性に合わせて最適化した横断検索機能、NII-

REOに搭載したコンテンツの視認性・発見可能性を向上するため、各大学図書館でそれぞれ導入しているOPACやディスカバリ

ーシステムとのメタデータ連携機能を実現するためのソフトウェアの開発も併せて実施することが必要である。 

（１）ソフトウェア開発委託経費：1.5億円（0.5億円／年×3年） 

（２）運用経費：2.5億円（0.5億円／年×5年） 

⑦ 年次計画 

平成29年度 

・NII-REOの機能拡張のためのソフトウェア開発（3年計画の1年目）、主要３社のバックファイル導入 

平成30年度 

・NII-REOの機能拡張のためのソフトウェア開発（3年計画の2年目）、主要２社のバックファイル導入 

平成31年度 

・NII-REOの機能拡張のためのソフトウェア開発（3年計画の3年目）、理工学系出版社３社のバックファイル導入、人文社

会科学系の電子資料コレクション２点導入 

平成32年度 

・人文社会科学系出版社２社のバックファイル導入、人文社会科学系の電子資料コレクション３点導入 

平成33年度 

・人文社会科学系の電子資料コレクション３点導入 

⑧ 社会的価値 

電子ジャーナル・バックファイルや電子資料コレクションを体系的に収集し、ワンサイトでアクセスできる基盤は、様々な 

学術分野の研究者が共通的に利用可能な、全分野を横断する学術情報基盤であり、本計画は、国内の全ての大学等が平等に電子

リソースにアクセス可能となる環境を整備し、我が国全体の学術研究・高等教育活動の発展に大いに寄与するものである。 

国として一括して整備することにより、各大学等が個々に導入するよりも導入経費を抑制することが可能である。 

諸外国では既に国策として導入が図られており、我が国においても同様の取り組みを行わなければ、諸外国に大きく後れをと

り、学術研究・教育活動の衰退を引き起こすものである。 

⑨ 本計画に関する連絡先 

安達 淳（情報・システム研究機構 国立情報学研究所） 



2016 年度大学図書館コンソーシアム連合(JUSTICE)総会 配付予定資料 

 

2017 年度大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）運営委員会委員（案） 

（2017 年 2 月 21 日現在） 

氏    名 所 属 機 関 ・ 職 名 備考 

江川  和子 筑波大学学術情報部長 継続 

尾城  孝一 東京大学附属図書館事務部長 退任 

（未定） （未定） 新規 

熊渕  智行 東京大学附属図書館情報管理課長 継続 

鈴木  宏子 一橋大学学術・図書部長兼学術情報課長 継続 

鈴木  秀樹 京都大学附属図書館学術支援課長 継続 

山根   博 広島大学図書館部図書学術情報整備グループリーダー 継続 

浅見  敏雄 横浜市立大学学務・教務部学術情報課長 継続 

大前  富美 大阪府立大学学術情報センター学術情報室長 継続 

市古 みどり 慶應義塾大学三田メディアセンター事務長 継続 

北川  正路 東京慈恵会医科大学学術情報センター課長補佐 継続 

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 継続 

笹渕  洋子 早稲田大学図書館調査役（電子資料担当） 継続 

安本  裕和 関西学院大学図書館事務部長 退任 

（未定） （未定） 新規 

酒井  清彦 国立情報学研究所学術基盤推進部次長 退任 

（未定） （未定） 新規 

小陳 左和子 国立情報学研究所学術基盤推進部図書館連携・協力室長 継続 

※定年退職により退任する委員の後任については「未定」としているが，2017 年度の人

事異動等の状況に鑑みた上で，2017 年 4 月初旬までに連携・協力推進会議において

委員を指名し，連合会員の承認を得ることにより，後任委員を決定することとする。 

継続予定の委員が人事異動等により委員を継続することが困難な場合も同様とする。 
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【参考】運営委員会委員に関する規定（抜粋） 

■「大学図書館コンソーシアム連合要項」（平成２４年７月２０日制定） 

第３章 運営委員会 

（運営委員会） 

第６条 連合を運営するために運営委員会を設置する。 

（委員） 

第７条 運営委員会は，委員（１５名以内）により組織する。 

２ 委員は，推進会議（※注）が指名し，総会が承認する。 

（委員の任期） 

第８条 委員の任期は１年とし，期間は４月１日から翌年３月３１日までとする。

ただし，再任を妨げない。 

（委員長） 

第９条 運営委員会に委員長を置く。委員長は連合を代表する。 

２ 委員長は委員の互選により選出する。任期は１年とし，期間は４月１日から翌

年３月３１日までとする。ただし，再任を妨げない。 

 

※注：大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議 

 

 

■「大学図書館コンソーシアム連合運営委員会規程」（平成２５年２月２０日制定） 

（委員） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 会員である図書館の職員 

二 国立情報学研究所の職員 

三 その他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。）の委員長が必要と認めた者 

２ 委員は，推進会議の委員長が委嘱する。 



 
 

平 成 2 8 年 2 月 2 1 日 

機関リポジトリ推進委員会 

 
2016 年度 機関リポジトリ推進委員会活動報告 

 
１．活動体制 
（１）委員会 

・委員の構成：国公私立大学図書館（10 名）、国立情報学研究所（3 名）、有識者（3 名） 
・委員長：富田健市（北海道大学附属図書館事務部長） 

（２）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 

 
２．委員会のミッション 
（１）委員会規程第２条 

委員会は、「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」の第２条第１

項に掲げる事項のうち、（２）「機関リポジトリを通じた大学の知の発信システムの構

築」に関する事項を企画・立案し、学術情報の円滑な流通及び発信力の強化にかかる活動

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、（２）に関連する活動を推進するものとする。 
 

（２）本年度のミッション 
「大学の知の発信システムの構築に向けて」の「4.当面の行動計画」をもとに、活動を

実施する。オープンサイエンスの動向に関する調査及び広報を行う。また、本委員会の

ワーキンググループでの活動を発展させ、既存の機関リポジトリコミュニティとの連携

を強化し、将来のオープンサイエンスへの対応も見据えて、日本全体としての機関リポ

ジトリ推進の組織再編を行い、オープンアクセスリポジトリ推進協会を設立する。 
 
３．活動状況 
（１）委員会での協議 

回次 開催日 主な検討内容 

第 11 回 2016 年 5 月 13 日 
・2016 年度の活動方針について 
・オープンアクセスリポジトリ推進協会について 

第 12 回 2016 年 10 月 21 日 
・オープンアクセスリポジトリ推進協会設立総会

後の検討事項について 
・作業部会・タスクフォースの中間報告について 
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（２）作業部会及びタスクフォースの活動 

 2016 年度は、2017 年度からのオープンアクセスリポジトリ推進協会への移行を踏ま

え、「JAIRO Cloud 運用」「研修」「広報」の 3 つの作業部会と、「メタデータ検討」「研究

データ」「論文 OA」「指標・評価・メトリックス」「COAR Asia」の 5 つのタスクフォース

で活動を行った。 
１）JAIRO Cloud 運用作業部会 
 ・JAIRO Cloud 移行サポートの一環として、「DSpace から JAIRO Cloud データ移行勉

強会」（試行）を実施 
 ・JAIRO Cloud 掲示板のサポート及びコミュニティサイトの運営 
 ・JAIRO Cloud 機能改善の検討 
 ・JPCOAR による SCPJ 運用についての検討 
２）研修作業部会 
 ・機関リポジトリ新任担当者研修（全 5 回）の実施 
 ・機関リポジトリ新任担当者研修終了後、実施回毎に SNS のグループを作成し、講習会

のフォローアップや意見交換を実施 
３）広報作業部会 
 ・図書館総合展フォーラム「リポジトリの未来を考える：オープンサイエンス時代の到

来を迎えて」の企画、運営 
 ・JPCOAR 地域ワークショップ（中国四国地区）の開催 
 ・JPCOAR ウェブサイトのリニューアル 
 ・JPCOAR パンフレットの作成（年度内に完成予定） 
 ・JPCOAR 第１回総会（3/8）の運営補助（予定） 
 ・国際会議（COAR Annual Meeting、Open Repositories 2016）への参加 
４）メタデータ検討タスクフォース 
 ・メタデータスキーマに関する国際動向調査及び報告書の作成 
 ・新スキーマの基本方針への意見招請を実施 
 ・新スキーマである「JPCOAR スキーマ」（案）及びガイドライン（案）の策定 
 ・新スキーマ案への意見招請 
５）研究データタスクフォース 
 ・日本版 RDM トレーニングツールの開発 

・junii2 改訂の基本方針（案）について 

第 13 回 2017 年 2 月 3 日 

・オープンアクセスリポジトリ推進協会への移行

について 
・2017 年度オープンアクセスリポジトリ推進協会

の事業計画、作業部会及びタスクフォースの活動

計画について 
・2016 年度活動報告について 



 
 

 ・学会発表「研究データ管理の理解促進と支援体制構築に向けた教材開発の取り組み」

（大学 ICT 推進協議会（AXIES）2016 年次大会、2016 年 12 月 16 日） 
 ・ケーススタディ（デジタル・ヒューマニティーズ、データジャーナル）による研究デ

ータ管理のノウハウ蓄積 
６）論文 OA タスクフォース 
 ・論文オープンアクセスをめぐる状況と本タスクフォースのスコープの検討と、グラン

ドデザインの作成 
 ・OA 方針策定ツールキットを作成、公開（年度内に公開予定） 
 ・OA 方針リンク集の公開（年度内に公開予定） 
 ・OA 方針策定済み大学におけるワークフロー調査を実施 
 ・研究者 DB 連携機能の検討 
 ・Open Repositories 2016 においてポスター発表及び参加報告の公開 
７）指標・評価・メトリックスタスクフォース 
 ・IRDB コンテンツランキングの公開準備 
 ・アクセス統計提供サービスの検討 
８）COAR Asia タスクフォース 
 ・2016 年 11 月 14 日～15 日に、Asia OA Summit を実施 

 
（３）講師等の派遣 
 ・「大学図書館職員短期研修」に協力員から講師 1 名を派遣した。 
 ・「SPARC Japan セミナー企画ワーキンググループ」に協力員から 1 名を推薦した。 

 
（４）「オープンアクセスリポジトリ推進協会」設立と活動 

前回（第 12 回）の連携・協力推進会議以降のオープンアクセスリポジトリ推進協会

（JPCOAR）の活動状況については、【資料 No.3-2-1】を参照。 
 

（５）イベント 
 １）学術情報基盤オープンフォーラム 2016 への協力 

・学術情報基盤オープンフォーラム（2016 年 5 月 26 日～27 日）において機関リポジト

リ推進委員会の WG の活動報告及び情報交換、オープンアクセスリポジトリ推進協会

の設立説明会を実施し、それぞれ 128 名、145 名の参加があった。 
  
 ２）第 18 回図書館総合展 

・2016 年 11 月 9 日（水）に、オープンフォーラム「リポジトリの未来を考える：オープ

ンサイエンス時代の到来を迎えて」を開催し、延べ 223 名の参加があった。 
 

以上 



 
 

平成 2 9 年 2 月 2 1 日 
機関リポジトリ推進委員会 

 

オープンアクセスリポジトリ推進協会の活動について（報告） 

 

１．活動状況 

 前回（第 12回）の連携・協力推進会議以降のオープンアクセスリポジトリ推進協会

（JPCOAR）の活動状況は以下のとおりである。 

年月日 事項 概要 

2016 年 7月 27 日 設立総会（於：学術総合セ

ンター中会議場） 

・参加意向機関 376（出席 137 機

関、委任状提出 228 機関） 

・会則等規程の承認 

・会長（早稲田大学）・監事（信

州大学、立教大学）選出 

2016 年 11 月 9日 図書館総合展オープンフォ

ーラム「リポジトリの未来

を考える：オープンサイエ

ンス時代の到来を迎えて」

開催 

・参加者 223 名 

・JPCOAR 及び機関リポジトリ推

進委員会活動報告等 

2016 年 11 月 24 日～

12 月 27 日 

正式参加募集  

2016 年 12 月 2日 JPCOAR 地域ワークショップ

（中国四国地区）（於：広

島大学図書館） 

・参加者 50 名 

・JPCOAR の紹介と今後の活動に

関する意見交換等 

2017 年 3月 8日（予

定） 

第 1回総会（於：学術総合

センター中会議場） 

・平成 29年度組織体制（会長、

監事、運営委員会委員選出） 

・平成 29年度事業計画・予算案 

 

２．JPCOAR 参加状況（2017 年 2 月 2 日現在） 

４２８機関 

（内訳） 

 ・JAIRO Cloud 利用機関：３６６、独自構築：６２ 

 ・設置種別： 

国立大学 ５４ 

公立大学 ４８ 

私立大学 ２７６ 

大学共同利用機関 １２ 

短期大学・高専 ２８ 

その他 １０ 

 

３．JPCOAR 関係資料 

（１）規程（会則、運営委員会規程、会費規定）【資料 No.3-2-2～3.2.4】 

（２）会員一覧【資料 No.3-2-5】 
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オープンアクセスリポジトリ推進協会会則 
 

平成 28 年 7 月 27 日 
制        定 

 
第１章 総則 

 
（設置） 

第１条 本会は、オープンアクセスリポジトリ推進協会（以下「協会」という。）と称する。

英語名称は、Japan Consortium for Open Access Repository とし、略称を JPCOAR
とする。 

 
（目的） 

第２条 協会は、リポジトリを通じた知の発信システムの構築を推進し、リポジトリコミュ

ニティの強化と、我が国のオープンアクセス並びにオープンサイエンスに資することを

目的とする。 
２ 協会は、前項の目的を達成するために、国公私立大学図書館協力委員会と国立情報学

研究所との間に締結された協定書に基づき設置された大学図書館と国立情報学研究所と

の連携・協力推進会議と連携して活動する。 
 
（定義） 

第３条 この会則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 
一 リポジトリ 実験や調査で得られたデータなどの学術成果物を生成するまでに収集

される中間生成物（以下「研究データ」という。）を含め、学術的な情報を電子的に保

存し公開するものをいう。 
二 オープンアクセス リポジトリ等を利用して学術論文等の学術成果物を無料で公開

することをいう。 
三 オープンサイエンス 学術論文等の完成された学術成果物のみならず、リポジトリ

等を利用して研究データ等の中間的な生成物を活用できる形で公開することをいう。 
 
（事業） 

第４条 協会は、第２条の目的を達成するために次の重点目標を掲げ、事業を実施する。 
一 オープンサイエンスを含む学術情報流通の改善 
二 リポジトリシステム基盤の共同運営と有効活用 
三 リポジトリ公開コンテンツのさらなる充実 
四 担当者の人材育成のための研修活動 
五 国際的な取組みに対する積極的連携 
六 前各号のほか、協会の目的を達成するために必要な事業 

 
 

資料 No.3-2-2 



- 2 - 
 

第２章 組織 
 
（会員の資格） 

第５条 協会の会員資格は次のとおりとする。 
一 国立大学図書館協会、公立大学協会図書館協議会、私立大学図書館協会のいずれかに

属する図書館 
二 国立情報学研究所共用リポジトリサービスを利用する機関のリポジトリを担当する

部局等 
三 国立情報学研究所 
四 その他、協会の目的に賛同する大学図書館等の施設であって、運営委員会が認めたも

の 
 
（会長） 

第６条 協会に会長を置く。 
２ 会長は、第１０条に定める総会において、会員の中から選出する。 
３ 会長の任期は１年とし、期間は４月１日から翌年３月３１日までとし、再任を妨げな

い。ただし、引き続き３年を超えて在任することはできない。 
４ 会長に選出された会員の長は、協会を代表する。 
 
（監事） 

第７条 協会に監事２を置く。 
２ 監事は、第１０条に定める総会において、会員の中から選出する。 
３ 監事の任期は１年とし、期間は４月１日から翌年３月３１日までとし、再任を妨げない。

ただし、引き続き２年を超えて在任することはできない。 
４ 監事に選出された会員の長又は長を代理する者は、協会の会計を監査し総会で報告す

る。 
 
（運営委員会） 

第８条 協会を運営するために運営委員会を設置する。 
２ 前条第４項の者は、運営委員会の委員になることができない。 
３ その他、運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。 
 
（事務局） 

第９条 協会の事務局は、国立情報学研究所に置く。 
 

第３章 総会 
 
（総会） 

第１０条 会長は、毎年１回通常総会を招集しなければならない。 
２ 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 
３ 前項に定めるもののほか、会員の１０分の１以上から総会の招集を請求されたときは、
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会長は、臨時総会を招集しなければならない。 
４ 臨時総会は、会員に文書等で議事に対する賛否を問うことにより代えることができる。 
 
（議長） 

第１１条 議長は、第６条第４項の者が務める。 
 
（定足数） 

第１２条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。なお、委任状の提出をもって出

席に代えることができる。 
 
（議事） 

第１３条 次の事項は、通常総会において、承認を得なければならない。 
一 年度事業の実施および計画に関する事項 
二 会費の徴収および会計に関する事項 
三 その他、必要とされる事項 

 
第４章 参加及び脱退 

 
（参加及び脱退） 

第１４条 協会に参加を希望するものは、別に定める参加申請書を会長に提出しなければ

ならない。 
２ 協会からの脱退を希望する会員は、会長に脱退届を提出しなければならない。 
３ 会員の参加又は脱退に関する処理は運営委員会で行い、総会で報告する。 
 

第５章 会計 
 
（会計年度） 

第１５条 協会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌３月３１日に終わる。 
 
（会費） 

第１６条 会員の会費に関し必要な事項は、別に定める。 
 

第６章 会則の変更等 
 
（会則の変更） 

第１７条 この会則は、総会において会員総数の３分の２以上の同意がなければ、変更する

ことができない。 
 
（解散） 

第１８条 協会を解散する場合は、総会において会員総数の４分の３以上の同意がなけれ

ばならない。 
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第７章 雑則 

 
第１９条 この会則に定めるもののほか、この会則の施行について必要な事項は、別に定

める。 
 
 

附 則 
本会則は、平成 28 年 7 月 27 日から施行する。 



 

オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会規程 
 

平成 28 年 7 月 27 日 
制 定 

 
（設置） 

第１条 オープンアクセスリポジトリ推進協会会則（以下「会則」という。）第８条の規定に基づ

き、オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。 
 
（目的） 

第２条 運営委員会は、オープンアクセスリポジトリ推進協会（以下「協会」という。）の円滑

な運営のため、会則第４条に定める事業を企画・立案し、実施することを目的とする。 
 

（委員） 
第３条 運営委員会は、協会会員である施設等の職員１５名以内により組織する。 
２ 運営委員会の委員は、会則第１０条の総会（以下「総会」という。）において決し、会則第６

条第４項の者が委嘱する。 
３ 総会で必要と認められた場合、協会会員である施設等の職員以外の者を委員とすることがで

きる。なお、この場合の委員も第１項に定める定員に含むものとする。 
 

（委員の任期） 
第４条 委員の任期は１年とし、期間は４月１日から翌年３月３１日までとする。ただし、再任

を妨げない。 
 
（委員長） 

第５条 運営委員会に委員長を置く。 
２ 委員長は委員の互選により選出する。なお、再任を妨げない。 
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。 
 
（作業部会） 

第６条 運営委員会は、必要に応じて作業部会を設置することができる。 
２ 作業部会は次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 運営委員会の委員 
二 前号に該当しない協会会員である施設等の職員 
三 その他、運営委員会で必要と認められた者 

３ 作業部会に主査を置く。主査は、前項第１号の委員のうちの一をもって充てる。 
４ 主査及び作業部会員は、委員長が委嘱する。 
５ 作業部会員の任期は１年とし、期間は４月１日から翌年３月３１日までとする。ただし、再

任を妨げない。 
６ 作業部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 
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（庶務） 

第７条 運営委員会の庶務は、協会の事務局において処理する。 
 
（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 
 

附 則 
この規程は、平成 28 年 7 月 27 日から施行する。 

 
附 則 

 第３条の規定に関わらず、当面は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

に設置された機関リポジトリ推進委員会をもって運営委員会に代える。 
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オープンアクセスリポジトリ推進協会会費規程 
平成 28 年 7 月 27 日 
制 定 

 
（総則） 

第１条 オープンアクセスリポジトリ推進協会会則（以下、「会則」という。）の第１６

条に基づき、オープンアクセスリポジトリ推進協会（以下、「協会」という。）の会費に

関して必要な事項を定めるものとする。 
 
（会費の区分） 

第２条 協会の会費は、以下の各号に掲げる区分で構成する。 
一 基本会費 
二 JAIRO Cloud 利用料金 

 
（基本会費） 

第３条 第２条第１号の基本会費は、別紙１の表１「基本会費」のとおりとする。 
２ 協会は、支払済みの会費を返還しない。 
 
（JAIRO Cloud 利用料金） 

第４条 第２条第２号の JAIRO Cloud 利用料金は、別紙２の表２「JAIRO Cloud 利用料

金」のとおりとする。  
２ JAIRO Cloud サービスの利用を希望する機関は、前条で定める基本会費に加え、前項

で定める JAIRO Cloud 利用料金を支払うものとする。 
３ 協会は、支払済みの JAIRO Cloud 利用料金を返還しない。 
 
（基本会費の納入） 

第５条 会員は、毎年、協会の事務局が指定する期日までに基本会費全額を納入するもの

とする。 
２ 基本会費の分納は、認めないものとする。 
３ 基本会費は、協会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、

年額を納入するものとする。  
 

（JAIRO Cloud 利用料金の納入）  
第６条 JAIRO Cloud を利用する会員は、利用開始後、および、継続の場合は毎年、協会

の事務局が指定する期日までに当該年度（４月１日から翌年３月３１日までをいう。）

の JAIRO Cloud 利用料金の年額を納入するものとする。 
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２ JAIRO Cloud 利用料金の分納は、認めないものとする。 
３ JAIRO Cloud 利用料金は、協会の事務局が指定する金融機関に振り込むものとする。 
４ 年度の途中から利用を開始した場合は、原則として、利用が承認された翌月の末日ま

でに所定の額を納入するものとする。  
 
（支援金） 

第７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（「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。 
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うものと

する。 
 
（会費の管理） 

第８条 会費および支援金の管理は、協会の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 28 年 7 月 27 日から施行する。 
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別紙１ 
１．第２条第１号の基本会費は、次の表１のとおりとする。  
 

表１ 基本会費 
 

区分 構成員数 会費額（年額） 
Ａ    0 ～    600 人 20,000 円 
Ｂ  601 ～ 1,100 人 40,000 円 
Ｃ 1,101 人～ 60,000 円 

 
1）本表における「構成員数」とは、当該の利用機関に所属する「常勤の教員及び研究

者」の人数とする。 
2）常勤の教員及び研究者を置かない機関にあっては、区分Ａの会費を適用する。  
3）年度（４月１日から翌年３月３１日までをいう。）途中で入会した場合も、年額の全

額を基本会費とする。 
4）次年度以降、引き続き会員資格を継続利用する場合は、当該年度ごとに年額の基本

会費を支払うものとする。  
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別紙２ 
１．第２条第２号の JAIRO Cloud 利用料金は、次の表２のとおりとする。  
 

表２ JAIRO Cloud 利用料金 
   

区分 構成員数 
JAIRO Cloud 

利用料金（税抜き・年額） 
１     0 ～  100 人   40,000 円  
２   101 ～  200 人   80,000 円  
３   201 ～  300 人   120,000 円 
４   301 ～  400 人 160,000 円 
５   401 ～  500 人 200,000 円 
６   501 ～  600 人 240,000 円 
７   601 ～  700 人 280,000 円 
８   701 ～  800 人 320,000 円 
９   801 ～  900 人 360,000 円 
１０   901 ～  1,000 人 400,000 円 
１１ 1,001 ～  1,100 人 440,000 円 
１２ 1,101 ～  1,200 人 480,000 円 
１３ 1,201 ～ 1,300 人 520,000 円 
１４ 1,301 ～ 1,400 人 560,000 円 
１５ 1,401 ～ 1,500 人 600,000 円 
１６ 1,501 人～ 640,000 円 

 
 
1）本表における「構成員数」とは、当該の利用機関に所属する「常勤の教員及び研究

者」の人数とする。 
2）常勤の教員及び研究者を置かない機関にあっては、区分１の利用料金を適用する。  
3）年度（４月１日から翌年３月３１日までをいう。）途中で利用開始となる場合には、

利用開始月の翌四半期から当該年度末までの四半期ごとに上記の料金の４分の１を乗

ずる額の合計額を年間定額料金とする。１円未満の端数が生じる場合は、これを切り

捨てる。 
4）次年度以降、引き続き本サービスを継続利用する場合は、当該年度ごとに年額の利

用料金を支払うものとする。  
5) 国立情報学研究所は、本料金表の額に、消費税を加えた額を請求する。 
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種別 機関名
JAIRO Cloud
利用状況

1 国立大学 秋田大学附属図書館 利用
2 国立大学 富山大学附属図書館 利用
3 国立大学 新潟大学附属図書館
4 国立大学 愛知教育大学附属図書館 利用
5 国立大学 岩手大学図書館 利用
6 国立大学 宇都宮大学附属図書館
7 国立大学 愛媛大学図書館
8 国立大学 小樽商科大学附属図書館 利用
9 国立大学 お茶の水女子大学附属図書館
10 国立大学 帯広畜産大学附属図書館
11 国立大学 鹿児島大学 利用
12 国立大学 金沢大学附属図書館
13 国立大学 北見工業大学図書館 利用
14 国立大学 九州工業大学附属図書館 利用
15 国立大学 九州大学附属図書館
16 国立大学 京都大学附属図書館
17 国立大学 熊本大学附属図書館
18 国立大学 高知大学学術情報基盤図書館
19 国立大学 神戸大学附属図書館
20 国立大学 滋賀医科大学附属図書館 利用
21 国立大学 滋賀大学附属図書館
22 国立大学 静岡大学附属図書館
23 国立大学 信州大学 利用
24 国立大学 政策研究大学院大学図書館 利用
25 国立大学 総合研究大学院大学附属図書館 利用
26 国立大学 千葉大学附属図書館
27 国立大学 筑波大学附属図書館 利用
28 国立大学 電気通信大学附属図書館 利用
29 国立大学 東京海洋大学附属図書館 利用
30 国立大学 東京学芸大学附属図書館
31 国立大学 東京藝術大学附属図書館 利用
32 国立大学 東京工業大学附属図書館
33 国立大学 東京大学附属図書館 利用
34 国立大学 東京農工大学図書館 利用
35 国立大学 東北大学附属図書館 利用
36 国立大学 徳島大学附属図書館
37 国立大学 鳥取大学附属図書館
38 国立大学 豊橋技術科学大学 利用
39 国立大学 名古屋工業大学附属図書館 利用
40 国立大学 奈良教育大学図書館 利用
41 国立大学 奈良先端科学技術大学院大学附属図書館
42 国立大学 一橋大学附属図書館
43 国立大学 弘前大学附属図書館
44 国立大学 広島大学図書館
45 国立大学 福島大学附属図書館
46 国立大学 北陸先端科学技術大学院大学
47 国立大学 北海道大学附属図書館
48 国立大学 三重大学附属図書館 利用
49 国立大学 宮城教育大学附属図書館 利用
50 国立大学 室蘭工業大学附属図書館 利用
51 国立大学 山形大学附属図書館 利用

オープンアクセスリポジトリ推進協会会員機関リスト
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種別 機関名
JAIRO Cloud
利用状況

52 国立大学 山口大学図書館
53 国立大学 横浜国立大学附属図書館 利用
54 国立大学 琉球大学附属図書館
55 公立大学 愛知県立芸術大学芸術情報センター図書館 利用
56 公立大学 愛知県立大学学術研究情報センター 利用
57 公立大学 青森公立大学図書館 利用
58 公立大学 秋田県立大学　図書・情報センター 利用
59 公立大学 秋田公立美術大学附属図書館 利用
60 公立大学 石川県立看護大学附属図書館 利用
61 公立大学 大阪市立大学　学術情報総合センター
62 公立大学 大阪府立大学学術情報センター
63 公立大学 岡山県立大学附属図書館 利用
64 公立大学 香川県立保健医療大学図書館
65 公立大学 神奈川県立保健福祉大学附属図書館 利用
66 公立大学 金沢美術工芸大学附属図書館 利用
67 公立大学 岐阜薬科大学附属図書館 利用
68 公立大学 京都市立芸術大学附属図書館 利用
69 公立大学 京都府公立大学法人京都府立医科大学附属図書館 利用
70 公立大学 京都府立大学附属図書館 利用
71 公立大学 高知県立大学総合情報センター 利用
72 公立大学 神戸市外国語大学 学術情報センター 図書館 利用
73 公立大学 神戸市看護大学 利用
74 公立大学 公立大学法人会津大学　情報センター附属図書館 利用
75 公立大学 公立大学法人岩手県立大学 利用
76 公立大学 公立大学法人北九州市立大学 利用
77 公立大学 公立大学法人島根県立大学 利用
78 公立大学 公立大学法人兵庫県立大学 利用
79 公立大学 公立大学法人宮城大学 利用
80 公立大学 公立はこだて未来大学　情報ライブラリー
81 公立大学 札幌医科大学附属総合情報センター
82 公立大学 札幌市立大学 利用
83 公立大学 静岡県立大学附属図書館 利用
84 公立大学 静岡文化芸術大学　図書館・情報センター 利用
85 公立大学 首都大学東京 利用
86 公立大学 高崎経済大学図書館 利用
87 公立大学 富山県立大学附属図書館 利用
88 公立大学 長野県看護大学付属図書館 利用
89 公立大学 名古屋市立大学総合情報センター 利用
90 公立大学 名寄市立大学図書館 利用
91 公立大学 奈良県立大学附属図書館 利用
92 公立大学 新潟県立看護大学図書館 利用
93 公立大学 公立大学法人　新見公立大学 利用
94 公立大学 広島市立大学附属図書館
95 公立大学 福岡県立大学附属図書館 利用
96 公立大学 福岡女子大学学術情報センター(図書館) 利用
97 公立大学 三重県立看護大学附属図書館 利用
98 公立大学 宮崎県立看護大学 利用
99 公立大学 宮崎公立大学附属図書館 利用
100 公立大学 山形県立保健医療大学 利用
101 公立大学 山形県立米沢栄養大学 利用
102 公立大学 横浜市立大学学術情報センター 利用
103 私立大学 愛知学泉大学豊田図書館 利用
104 私立大学 愛知淑徳大学図書館 利用
105 私立大学 愛知大学図書館 利用
106 私立大学 愛知みずほ大学 利用
107 私立大学 青山学院大学図書館



種別 機関名
JAIRO Cloud
利用状況

108 私立大学 旭川大学図書館 利用
109 私立大学 朝日大学図書館 利用
110 私立大学 麻布大学附属学術情報センター 利用
111 私立大学 亜細亜大学図書館 利用
112 私立大学 跡見学園女子大学図書館
113 私立大学 いわき明星大学図書館 利用
114 私立大学 岩手医科大学附属図書館 利用
115 私立大学 植草学園大学・植草学園短期大学図書館 利用
116 私立大学 浦和大学 利用
117 私立大学 江戸川大学総合情報図書館 利用
118 私立大学 奥羽大学図書館 利用
119 私立大学 桜花学園大学図書館 利用
120 私立大学 大阪学院大学図書館 利用
121 私立大学 大阪青山大学図書館 利用
122 私立大学 大阪大谷大学図書館 利用
123 私立大学 大阪工業大学図書館 利用
124 私立大学 大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部 図書館 利用
125 私立大学 大阪産業大学綜合図書館 利用
126 私立大学 大阪樟蔭女子大学図書館 利用
127 私立大学 大阪商業大学 利用
128 私立大学 大阪総合保育大学・大阪城南女子短期大学附属図書館 利用
129 私立大学 大阪電気通信大学図書館 利用
130 私立大学 大阪薬科大学図書館 利用
131 私立大学 大谷大学図書館 利用
132 私立大学 大妻女子大学総合情報センター図書館 利用
133 私立大学 大手前大学・大手前短期大学図書館 利用
134 私立大学 岡崎女子大学・短期大学図書館 利用
135 私立大学 岡山理科大学図書館 利用
136 私立大学 嘉悦大学 利用
137 私立大学 学習院大学図書館
138 私立大学 鹿児島純心女子大学附属図書館 利用
139 私立大学 神奈川歯科大学図書館 利用
140 私立大学 鎌倉女子大学図書館 利用
141 私立大学 川崎医科大学附属図書館 利用
142 私立大学 川崎医療福祉大学附属図書館 利用
143 私立大学 川村学園女子大学 利用
144 私立大学 関西福祉科学大学図書館 利用
145 私立大学 関西外国語大学図書館学術情報センター 利用
146 私立大学 関西看護医療大学 利用
147 私立大学 関西国際大学 利用
148 私立大学 関西福祉大学　図書館 利用
149 私立大学 関西学院大学 利用
150 私立大学 北里大学図書館
151 私立大学 吉備国際大学附属図書館 利用
152 私立大学 岐阜聖徳学園大学 利用
153 私立大学 岐阜女子大学図書館 利用
154 私立大学 九州看護福祉大学附属図書館 利用
155 私立大学 九州国際大学図書館 利用
156 私立大学 九州産業大学図書館
157 私立大学 九州情報大学 利用
158 私立大学 九州女子大学・九州女子短期大学附属図書館 利用
159 私立大学 九州保健福祉大学 附属図書館 利用
160 私立大学 九州共立大学附属図書館 利用
161 私立大学 共栄大学図書館 利用
162 私立大学 京都外国語大学付属図書館 利用
163 私立大学 京都学園大学 利用
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JAIRO Cloud
利用状況

164 私立大学 京都光華女子大学図書館 利用
165 私立大学 京都産業大学 利用
166 私立大学 京都造形芸術大学 芸術文化情報センター 利用
167 私立大学 京都橘大学図書館 利用
168 私立大学 京都文教大学図書館 利用
169 私立大学 近畿大学中央図書館 利用
170 私立大学 金城学院大学図書館 利用
171 私立大学 国立音楽大学附属図書館 利用
172 私立大学 熊本学園大学付属図書館 利用
173 私立大学 倉敷芸術科学大学図書館 利用
174 私立大学 久留米工業大学学術情報センター 利用
175 私立大学 久留米大学附属図書館
176 私立大学 敬愛大学・千葉敬愛短期大学メディアセンター 利用
177 私立大学 慶應義塾大学メディアセンター（図書館）
178 私立大学 恵泉女学園大学図書館 利用
179 私立大学 皇學館大学附属図書館
180 私立大学 甲南女子大学 利用
181 私立大学 神戸医療福祉大学図書館 利用
182 私立大学 神戸海星女子学院大学図書館 利用
183 私立大学 神戸学院大学図書館
184 私立大学 神戸芸術工科大学図書館 利用
185 私立大学 神戸松蔭女子学院大学図書館 利用
186 私立大学 神戸女学院大学図書館 利用
187 私立大学 神戸女子大学 利用
188 私立大学 神戸親和女子大学附属図書館 利用
189 私立大学 神戸常盤大学 利用
190 私立大学 神戸薬科大学図書館 利用
191 私立大学 郡山女子大学図書館 利用
192 私立大学 国際基督教大学図書館 利用
193 私立大学 国際大学　松下図書・情報センター 利用
194 私立大学 国際仏教学大学院大学附属図書館 利用
195 私立大学 国際武道大学附属図書館 利用
196 私立大学 国士舘大学 利用
197 私立大学 こども教育宝仙大学 利用
198 私立大学 埼玉医科大学附属図書館 利用
199 私立大学 埼玉学園大学・川口短期大学情報メディアセンター 利用
200 私立大学 作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部　図書館 利用
201 私立大学 佐久大学図書館 利用
202 私立大学 札幌学院大学図書館 利用
203 私立大学 札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部図書館 利用
204 私立大学 札幌大学図書館 利用
205 私立大学 志學館大学図書館 利用
206 私立大学 四国大学附属図書館 利用
207 私立大学 四條畷学園大学・短期大学　北条図書館 利用
208 私立大学 実践女子大学・実践女子大学短期大学部図書館 利用
209 私立大学 四天王寺大学 利用
210 私立大学 芝浦工業大学図書館 利用
211 私立大学 就実大学・就実短期大学図書館
212 私立大学 十文字学園女子大学図書館 利用
213 私立大学 淑徳大学附属図書館 利用
214 私立大学 城西国際大学水田記念図書館 利用
215 私立大学 湘南工科大学附属図書館 利用
216 私立大学 尚美学園大学メディアセンター 利用
217 私立大学 昭和女子大学図書館 利用
218 私立大学 昭和薬科大学図書館 利用
219 私立大学 白梅学園大学・短期大学図書館 利用
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220 私立大学 杉野服飾大学附属図書館 利用
221 私立大学 椙山女学園大学図書館 利用
222 私立大学 鈴鹿医療科学大学附属図書館 利用
223 私立大学 鈴鹿大学附属図書館 利用
224 私立大学 駿河台大学メディアセンター 利用
225 私立大学 諏訪東京理科大学図書館 利用
226 私立大学 聖学院大学総合図書館 利用
227 私立大学 聖カタリナ大学　附属図書館
228 私立大学 成蹊大学図書館
229 私立大学 星槎大学 利用
230 私立大学 星城大学図書館 利用
231 私立大学 成城大学図書館 利用
232 私立大学 聖心女子大学図書館 利用
233 私立大学 清泉女学院大学・短期大学図書館 利用
234 私立大学 清泉女子大学附属図書館 利用
235 私立大学 聖泉大学図書館 利用
236 私立大学 聖徳大学川並弘昭記念図書館 利用
237 私立大学 西南女学院大学 利用
238 私立大学 西南学院大学図書館
239 私立大学 聖隷クリストファー大学図書館 利用
240 私立大学 摂南大学図書館 利用
241 私立大学 洗足学園音楽大学附属図書館 利用
242 私立大学 千里金蘭大学付属図書館 利用
243 私立大学 創価大学 利用
244 私立大学 崇城大学図書館 利用
245 私立大学 園田学園女子大学図書館 利用
246 私立大学 第一工業大学附属図書館 利用
247 私立大学 第一薬科大学図書館 利用
248 私立大学 大正大学附属図書館 利用
249 私立大学 大同大学図書館 利用
250 私立大学 高千穂大学図書館 利用
251 私立大学 玉川大学教育学術情報図書館
252 私立大学 多摩大学アクティブ・ラーニング支援センター図書館 利用
253 私立大学 多摩美術大学 利用
254 私立大学 千歳科学技術大学 利用
255 私立大学 千葉経済大学 利用
256 私立大学 千葉工業大学 利用
257 私立大学 千葉商科大学付属図書館 利用
258 私立大学 中央学院大学図書館 利用
259 私立大学 中央大学
260 私立大学 中京学院大学 利用
261 私立大学 中京大学図書館 利用
262 私立大学 中部学院大学附属図書館 利用
263 私立大学 津田塾大学図書館 利用
264 私立大学 鶴見大学図書館
265 私立大学 帝京科学大学附属図書館 利用
266 私立大学 帝塚山大学図書館 利用
267 私立大学 田園調布学園大学図書館 利用
268 私立大学 天使大学 利用
269 私立大学 桐蔭横浜大学 利用
270 私立大学 東海学園大学図書館
271 私立大学 東京基督教大学図書館 利用
272 私立大学 東京都市大学図書館 利用
273 私立大学 東京有明医療大学 利用
274 私立大学 東京医科大学図書館 利用
275 私立大学 東京音楽大学付属図書館 利用
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276 私立大学 東京家政大学図書館
277 私立大学 東京工芸大学 利用
278 私立大学 東京慈恵会医科大学学術情報センター
279 私立大学 東京情報大学 利用
280 私立大学 東京女子医科大学図書館 利用
281 私立大学 東京女子大学図書館
282 私立大学 東京電機大学総合メディアセンター 利用
283 私立大学 東京薬科大学 図書館・情報センター 利用
284 私立大学 東京理科大学図書館 利用
285 私立大学 同志社女子大学図書館 利用
286 私立大学 同志社大学図書館
287 私立大学 東北医科薬科大学附属図書館 利用
288 私立大学 東北学院大学図書館 利用
289 私立大学 東北公益文科大学 利用
290 私立大学 東北工業大学附属図書館 利用
291 私立大学 東北福祉大学図書館 利用
292 私立大学 東北文化学園大学総合情報センター図書館 利用
293 私立大学 東北文教大学 利用
294 私立大学 東洋学園大学図書館
295 私立大学 東洋英和女学院大学図書館 利用
296 私立大学 東洋大学附属図書館 利用
297 私立大学 常磐大学情報メディアセンター 利用
298 私立大学 獨協医科大学図書館 利用
299 私立大学 獨協大学図書館 利用
300 私立大学 豊橋創造大学附属図書館 利用
301 私立大学 長崎純心大学早坂記念図書館 利用
302 私立大学 長崎外国語大学教育研究メディアセンター 利用
303 私立大学 長崎国際大学図書館 利用
304 私立大学 長崎総合科学大学附属図書館 利用
305 私立大学 長野大学附属図書館 利用
306 私立大学 名古屋外国語大学・名古屋学芸大学図書館 利用
307 私立大学 名古屋学院大学 利用
308 私立大学 名古屋経済大学・名古屋経済大学短期大学部図書館 利用
309 私立大学 名古屋産業大学・名古屋経営短期大学図書館 利用
310 私立大学 名古屋女子大学学術情報センター 利用
311 私立大学 奈良学園大学図書館 利用
312 私立大学 南山大学図書館 利用
313 私立大学 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部図書館
314 私立大学 二松学舎大学附属図書館 利用
315 私立大学 日本赤十字九州国際看護大学図書館 利用
316 私立大学 日本赤十字豊田看護大学図書館 利用
317 私立大学 日本体育大学図書館 利用
318 私立大学 日本経済大学 図書館・情報センター 利用
319 私立大学 日本歯科大学生命歯学部図書館 利用
320 私立大学 日本社会事業大学附属図書館 利用
321 私立大学 日本獣医生命科学大学 利用
322 私立大学 日本赤十字秋田看護大学 利用
323 私立大学 日本赤十字看護大学図書館 利用
324 私立大学 日本福祉大学付属図書館 利用
325 私立大学 人間環境大学附属図書館 利用
326 私立大学 ノートルダム清心女子大学附属図書館
327 私立大学 野又学園　函館大学 利用
328 私立大学 梅花女子大学 利用
329 私立大学 白鴎大学総合図書館 利用
330 私立大学 八戸学院大学・八戸学院短期大学図書館 利用
331 私立大学 八戸工業大学図書館 利用
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332 私立大学 花園大学情報センター（図書館） 利用
333 私立大学 阪南大学図書館 利用
334 私立大学 東日本国際大学昌平図書館 利用
335 私立大学 兵庫医療大学附属図書館 利用
336 私立大学 広島修道大学図書館 利用
337 私立大学 フェリス女学院大学附属図書館 利用
338 私立大学 福岡歯科大学 情報図書館 利用
339 私立大学 福岡大学図書館 利用
340 私立大学 藤女子大学図書館 利用
341 私立大学 藤田学園医学・保健衛生学図書館 利用
342 私立大学 文教大学 利用
343 私立大学 北翔大学図書館 利用
344 私立大学 北星学園大学図書館 利用
345 私立大学 北陸学院大学ヘッセル記念図書館 利用
346 私立大学 北陸大学図書館 利用
347 私立大学 星薬科大学図書館 利用
348 私立大学 北海道医療大学総合図書館 利用
349 私立大学 北海道科学大学図書館 利用
350 私立大学 北海道文教大学鶴岡記念図書館 利用
351 私立大学 松本歯科大学図書館 利用
352 私立大学 松本大学図書館 利用
353 私立大学 松山大学図書館 利用
354 私立大学 美作大学図書館 利用
355 私立大学 宮城学院女子大学 利用
356 私立大学 宮崎学園図書館（宮崎国際大学・宮崎学園短期大学） 利用
357 私立大学 武庫川女子大学附属図書館 利用
358 私立大学 武蔵野大学図書館 利用
359 私立大学 明海大学 利用
360 私立大学 明治大学図書館
361 私立大学 明星大学図書館 利用
362 私立大学 ものつくり大学 利用
363 私立大学 桃山学院大学付属図書館 利用
364 私立大学 盛岡大学図書館 利用
365 私立大学 安田女子大学図書館 利用
366 私立大学 山梨学院総合図書館 利用
367 私立大学 横浜商科大学図書館 利用
368 私立大学 立教大学図書館 利用
369 私立大学 立正大学図書館
370 私立大学 流通科学大学 附属図書館 利用
371 私立大学 流通経済大学図書館 利用
372 私立大学 了德寺大学 利用
373 私立大学 ルーテル学院大学図書館 利用
374 私立大学 麗澤大学図書館 利用
375 私立大学 和光大学附属梅根記念図書・情報館 利用
376 私立大学 早稲田大学図書館 利用
377 私立大学 稚内北星学園大学図書館 利用
378 私立大学 和洋女子大学　メディアセンター 利用
379 短期大学 会津大学短期大学部 利用
380 短期大学 飯田女子短期大学 利用
381 短期大学 上田女子短期大学 利用
382 短期大学 羽陽学園短期大学附属図書館 利用
383 短期大学 大分県立芸術文化短期大学附属図書館 利用
384 短期大学 大阪信愛女学院短期大学 利用
385 短期大学 大阪千代田短期大学図書館 利用
386 短期大学 鹿児島県立短期大学附属図書館 利用
387 短期大学 鹿児島純心女子短期大学図書館 利用
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388 短期大学 鹿児島女子短期大学附属図書館 利用
389 短期大学 川崎市立看護短期大学 利用
390 短期大学 川崎医療短期大学附属図書館 利用
391 短期大学 京都聖母女学院短期大学図書館 利用
392 短期大学 埼玉東萌短期大学 利用
393 短期大学 佐野短期大学 利用
394 短期大学 滋賀短期大学 利用
395 短期大学 信州豊南短期大学 利用
396 短期大学 ソニー学園 湘北短期大学図書館 利用
397 短期大学 戸板女子短期大学図書館
398 短期大学 富山短期大学 利用
399 短期大学 長野女子短期大学図書館 利用
400 短期大学 函館短期大学 利用
401 短期大学 松本短期大学図書館 利用
402 短期大学 武蔵丘短期大学 利用
403 高等専門学校 国立高等専門学校機構　熊本高等専門学校 利用
404 高等専門学校 国立高等専門学校機構　長野工業高等専門学校 利用
405 高等専門学校 佐世保工業高等専門学校 利用
406 高等専門学校 東京都立産業技術高等専門学校 利用
407 大学共同利用機関 国立情報学研究所 利用
408 大学共同利用機関 国立歴史民俗博物館 利用
409 大学共同利用機関 自然科学研究機構　国立天文台　天文情報センター
410 大学共同利用機関 情報・システム研究機構国立極地研究所 利用
411 大学共同利用機関 大学共同利用機関法人　自然科学研究機構　核融合科学研究所 利用
412 大学共同利用機関 大学共同利用機関法人　人間文化研究機構
413 大学共同利用機関 大学共同利用機関法人　人間文化研究機構国立国語研究所 利用
414 大学共同利用機関 統計数理研究所 利用
415 大学共同利用機関 人間文化研究機構　国文学研究資料館 利用
416 大学共同利用機関 人間文化研究機構　総合地球環境学研究所 利用
417 大学共同利用機関 人間文化研究機構　国際日本文化研究センター 利用
418 大学共同利用機関 人間文化研究機構　国立民族学博物館 利用
419 その他 公益財団法人　アジア成長研究所 利用
420 その他 高知リハビリテーション学院 利用
421 その他 国立教育政策研究所 利用
422 その他 国立女性教育会館 利用
423 その他 国立西洋美術館 利用
424 その他 独立行政法人　国際協力機構　図書館 利用
425 その他 独立行政法人　国際交流基金 利用
426 その他 独立行政法人　大学改革支援・学位授与機構 利用
427 その他 日本赤十字社 利用
428 その他 放送大学附属図書館 利用



 
 

平成 2 9 年 2 月 2 1 日 
機関リポジトリ推進委員会 

 
オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会への移行について（案） 

 
１．主旨 

JPCOAR のガバナンスについては、第 11 回連携・協力推進会議（2016 年 2 月 23
日）において、当面は機関リポジトリ推進委員会（以下、本委員会）が JPCOAR 運

営委員会を代行することが承認されており、本委員会では JPCOAR 設立後、その組

織体制や事業計画について検討を行ってきた。2017 年度からの JPCOAR の本格始動

に伴い、本委員会は発展的に解消し、JPCOAR 運営委員会へ移行することについて以

下のとおり提案を行う。 
 
２．検討結果骨子 

・JPCOAR の目的として、「リポジトリを通じた知の発信システムの構築」を推進す

るとともに、コミュニティの強化と我が国のオープンアクセス並びにオープンサイエ

ンスに資することを掲げている。その達成のために連携・協力推進会議と連携して活

動することを会則に明記していることから、引き続き連携・協力推進会議に活動報告

を行い、助言を受けつつ、事業を実施するものとする。 
・JPCOAR は、会員からの会費（基本会費）により自立的な運営を目指す。そのた

め、機関リポジトリ推進委員会の活動を継承しつつ、会費収入をベースとした持続的

活動が可能な体制の見直しを行った。具体的には JPCOAR 運営委員会の下に、常設

の作業部会と時限のタスクフォースを設置できるようにし、リポジトリ基盤の安定的

運用と先端的機能開発の両立を図ると共に、JPCOAR 運営委員会自体は JPCOAR 会

員（総会）の付託の下でガバナンスを行う体制とする。 
・運営委員会は、会員を構成する各母体（国公私立大学図書館、JAIRO Cloud 利用機

関、NII）の意向を JPCOAR の運営に反映できるような構成とする。 
・NII は、JPCOAR に参加し、JAIRO Cloud の共同運営を行うとともに、JPCOAR
の活動を支援するために、その事務局の設置や研修等の活動への協力や財政支援を行

う。 
 
３．提案 
（１）2017 年度より、本委員会を JPCOAR 運営委員会に完全移行する。 
（２）（１）の移行にあたり、「機関リポジトリ推進委員会規程」を廃止する。 
 
４．組織体制・事業計画等 

（１）大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力（現行）【資料 No.3-3-2】 
（２）大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力（新）【資料 No.3-3-3】 
（３）2017 年度運営委員会名簿（案）【資料 No.3-3-4】 
（４）2017 年度事業計画（案）【資料 No.3-3-5】 
（５）2017 年度予算（案）【資料 No.3-3-6】 
（６）オープンアクセスリポジトリ推進協会への活動支援について（依頼） 

【資料 No.3-3-7】 
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大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力（現行）

NII 国公私立大学図書館
協力委員会

大学図書館と国立情報学
研究所との連携・協力推進

会議（H22～）

大学図書館コンソーシアム連合
運営委員会（H23～）

これからの学術情報システム
構築検討委員会（H24～）

電子リソース
データ共有作業
部会（H27～）

NACSIS-CAT検
討作業部会
（H27～）

交渉
作業部会

広報
作業部会

調査
作業部会

事務局
（JUSTICE）

資料No.3-3-2

機関リポジトリ推進委員会
（H25～）

研修
作業部会

広報
作業部会

JAIRO
Cloud運用
作業部会

オープンアク
セスリポジトリ
推進協会運営
委員会
（H28～）

＝

代行



大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力（新）

NII 国公私立大学図書館
協力委員会

大学図書館と国立情報学研究所と
の連携・協力推進会議（H22～）

大学図書館コンソーシアム連合
運営委員会（H23～）

電子リソース
データ共有作業
部会（H27～）

NACSIS-CAT検
討作業部会
（H27～）

交渉
作業部会

広報
作業部会

調査
作業部会

事務局
（JUSTICE）
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JAIRO
Cloud運用
作業部会

広報普及
作業部会

研修
作業部会

これからの学術情報システム
構築検討委員会（H24～）

オープンアクセスリポジトリ推進協会
（JPCOAR）（H28～）

事務局
（NII内）

タスクフォース

運営委員会
（H29～）

会長（早稲田大） 監事（信州大）

監事（立教大）総会

選
出

メンバー参加

助言/報告

国公私立大学 JAIRO Cloud参加機関 NII

参加機関



2017 年度オープンアクセスリポジトリ推進協会事業計画（案） 
 
 機関リポジトリの振興を通じて日本の学術研究成果のオープンアクセス化に寄与するた

め、会員相互の協力によって次の事業を展開する。 
 
１．協会運営に係る活動 
・ 2017 年 4 月に国立情報学研究所に事務局を設置し、運営委員会を中心とする機動的な

体制を構築し、ガバナンスを確立する。 
・ 「大学の知の発信システムの構築に向けて」（竹橋宣言）（機関リポジトリ推進委員会 

2013）をアップデートし、協会の中長期目標を策定する。 
・ 会費収入に基づき、適切な運営を行い、財政基盤の安定化に努める。 
・ 広報・成果普及活動を通じて協会の認知度を高め、より多くの会員を募る。 
 
２．オープンサイエンスを含む学術情報流通の改善 
（１）「JPCOAR スキーマ」の普及 
・ 研究データ等のコンテンツ拡張にも対応した新たなメタデータスキーマ「JPCOAR ス

キーマ」を最終確定し、6 月の NII オープンフォーラムで発表する。また、国内外に

対して周知活動を行う。 
（２）研究データマネジメント（RDM）トレーニングツールの公開と普及 
・ 研究データマネジメントスキルを習得するためのトレーニングツールを公開し、普

及、試行運用、評価を行う。 
（３）研究者情報についての検討 
・ 国際的な研究者識別子 ORCID（オーキッド）と機関リポジトリの連携の可能性につい

て検討を行う。 
 
３．リポジトリシステム基盤の共同運営と有効活用 
（１）JAIRO Cloud 利用機関サポートの実施 
・ JAIRO Cloud コミュニテイサイトを通じて、利用機関の業務を日常的に支援する。 
・ JAIRO Cloud への移行を促進するため、担当者向けの勉強会（2 回）を実施する。 
（２）JAIRO Cloud 機能改善の検討 
・ 国立情報学研究所と連携し、次期 JAIRO Cloud の開発計画に添って、ユーザ要望の取

りまとめや機能改善に関する検討を行う。 
 
４．リポジトリ公開コンテンツのさらなる充実 
（１）オープンアクセス（OA）方針策定ガイドの公開と普及 
・ 会員館が個々に OA 方針を策定することを支援するツール「OA 方針策定ガイド」を公

資料 No.3-3-5 



開し、意見聴取、普及を行う。 
（２）学協会等への働きかけと連携 
・ 学術雑誌等のオープンアクセス化を推進するため、学協会等の国内ステークホルダー

に働きかけを行う。 
 
５．担当者の人材育成のための研修活動 
（１）研修会の開催 
・ 6 月～10 月に新任担当者研修（5 回）を実施する。 
・ 研修教材のアップデート、オンライン教材の開発に取り組む。 
 
６．国際的な取組みに対する積極的な連携 
（１）国際連携 
・ 機関リポジトリの振興改善に向けた国際的な取組みに参画し、日本の機関リポジトリ

の研究成果発信の効果を高めるため、オープンアクセスリポジトリ連合

（Confederation of Open Access Repositories、COAR）に加盟する。 
（２）海外派遣 
・ 国際的に活動できる人材を育成するため、会員館の職員を国際会議や海外の先進施設

等へ派遣する。 
 
７．広報・情報提供に係る活動 
（１）ウェブサイト等による情報提供 
・ 協会内での情報共有と対外的な広報普及を図るため、ウェブサイト、Facebook の編

集・管理を行う。また、新たに広報誌の企画・発行を行う。 
（２）関連団体が主催するイベント等への参加等 
・ 関連団体が主催するイベントや広報媒体等を活用し、広報普及活動を行う。 
 
８．会議等 
（１）総会 
・ 年１回の通常総会を開催する。 
  時期： 2018 年 2 月～3 月（予定） 
  会場： 学術総合センター内（予定） 
（２）運営委員会 
・ 年３回の開催とする。 
・ 運営委員会委員長が必要と認めた場合は、追加して開催する。 
（３）作業部会等 
・ 必要に応じて、作業部会、タスクフォース等の打合せを開催する。 



平成 2 9 年 2 月 21 日 
こ れ か ら の 学 術 情 報 
システム構築検討委員会 

 
平成 28 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 
・委員の構成：国公私立大学図書館（6 名）、国立情報学研究所（3 名）、有識者（3 名） 
・委員長  ：佐藤義則（東北学院大学教授） 

（２）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 

 
２． 委員会のミッション 

（１）委員会規程第２条 

 委員会は、「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」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 

 本年度は、前項で述べた「「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」のうち、電子情報資源の強化について、まず電子リソースの利用促進について

は、国内電子リソースのナレッジベース（以下、ERDB-JP）のパートナー対象範囲を

拡大し、データの品質向上と充実を図る。また、電子リソース管理業務のワークフロ

ー改善に関して検証を実施するとともに、各種ツールの先行利用機関に対する調査を

実施する。 
 また、総合目録データベースの強化のために、本年度も前年度に引き続き、

NACSIS-CAT/ILLの再構築について、基本方針に沿って具体的な対応策の検討を進め、

参加館や図書館システムベンダー等関係者との情報共有・意見交換の場を設ける。ま

た、国立情報学研究所と連携し、システム対応の準備も進める。 
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３． 活動状況 

（１）委員会での協議 

回次 開催日 主な検討内容 

第 14 回 平成 28 年 6 月 29 日（水） 

û ERDB-JP のパートナー対象範囲の変更 
û 「NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化につ

いて（基本方針）（案）」の改訂 
û 「NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化につ

いて（詳細案）」の検討 

第 15 回 平成28年10月20日（木） 

û 電子リソース管理システムの利用可能性の

検証（平成 28 年度中間報告） 
û 「NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化につ

いて（詳細案）」の検討 

第 16 回 平成 29 年 1 月 30 日（月） 

û 平成28年度活動報告及び平成29年度活動計

画の検討 
û 電子リソース管理システムの利用可能性の

検証（平成 28 年度最終報告） 
û 「NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化につ

いて（詳細案）」の検討 
 

（２）NACSIS-CAT/ILL の再構築の検討 
 平成 28 年 4 月 6 日から 4 月 28 日まで実施した参加館向けアンケートの結果に基づ

き「NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化について（基本方針）」改訂案を作成し、平

成 28 年 7 月 19 日開催の第 12 回大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会

議での承認を受けて、平成 28 年 8 月 31 日付で公開した。 

 第 14 回～第 16 回委員会で基本方針に基づいた詳細案を検討し、「NACSIS-CAT/ILL
の軽量化・合理化について（詳細案）」として提案をまとめた。【資料 4-2-1】 

 
（３）作業部会の活動 

「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」において、

以下の活動を行った。 
(ア) 電子リソースデータ共有作業部会 

① 国内電子リソースのナレッジベース（以下、ERDB-JP）の運用 
（平成 29 年 2 月現在のパートナー数：46 機関、コンテンツ数：12、184 件） 
û データ入力ガイドラインの作成・公開 
û パートナー（＝データ作成機関）ミーティングの開催 
û 英語版サイトの公開 
û 機関リポジトリ新任担当者研修への講師派遣 
û 機関リポジトリコミュニティとの連携（JAIRO Cloud との自動連携） 
û 出版社・ベンダーとの連携開始 



û 統計機能の追加 
② 電子リソース管理業務のワークフロー改善 
û ProQuest 社の 360 Resource Manager Consortium Edition の検証 
û Ex Libris 社の Alma の検証開始 

③ 国際連携 
û 米国 39 大学から構成されるコンソーシアム Orbis Cascade Alliance

（OCA）が実施している Alma / Primo の共同利用及びデータ共有状況に

ついて、University of Washington・Seattle University・Seattle Pacific 
University への訪問調査を実施 
 

(イ) NACSIS-CAT 検討作業部会 
① 「NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化について（基本方針）（案）」の改訂案

の提案 
û 「NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化について（基本方針）（案）」につ

いて、参加館向けアンケートを実施した。アンケート結果に基づき、委

員会に改訂案を提案した。 
② 「NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化について（詳細案）」の検討 
û 委員会が 8 月に公開した NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化の基本方針

に沿って、検討項目の洗い出しを行い、軽量化・合理化の具体的な実現

方法、メリットおよび対策が必要な事項を「詳細案」としてまとめた。 
③ 講師派遣 
û 「目録システム書誌作成研修」「大学図書館短期研修」「国立大学図書館

協会地区協会助成事業九州地区講演会」それぞれに講師 1 名を派遣した。 
 

（４）イベント 
・学術情報基盤オープンフォーラム 2016（5 月 26 日）  
 NII 主催の学術基盤オープンフォーラム 2016 において、国内電子リソースのナレッ

ジベースであるERDB-JPのパートナーミーティング及びNACSIS-CAT/ILL再構築の

検討状況の報告を実施し、それぞれ 43 名・114 名の参加があった。 
・第 102 回全国図書館大会（10 月 16 日） 
 日本図書館協会が主催する全国図書館大会において、「2020 年に向けた

NACSIS-CAT/ILL の再構築」と題して NACSIS-CAT/ILL 再構築及び電子リソース管

理業務の効率化に向けた検討状況について報告し、79 名の参加があった。 
・第 18 回図書館総合展フォーラム（11 月 9 日） 
 NII 主催フォーラムとして「NACSIS-CAT/ILL と電子リソース：2020 年の学術情報

システム」と題して NACSIS-CAT/ILL 再構築及び電子リソース管理業務の効率化に向

けた検討状況について報告し、230 名の参加があった。 
 

以上 
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平 成 2 9 年 2 月 8 日 
これからの学術情報システム

構 築 検 討 委 員 会 
 

NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化について（NACSIS-CAT 詳細案） 
 

本案は，2016 年 7 月公開の「NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化について（基本方針）」

をもとに，システム開発に必要な機能項目，運用方法及び移行計画を示すものである。

NACSIS-ILL については，NACSIS-CAT の変更にともなう変更部分までを今回の検討対象

としており，雑誌については，基本方針でも述べたように現在の設計を踏襲する。 
 詳細案では，「軽量化 7」（＝人的作業の軽量化），「合理化 10」（＝機械処理への移行，外部

との連携強化）の実現にむけて「既存情報源 5の活用」及び「機械処理性 4の向上と相互運

用 21」を徹底的に進めるべく，書誌作成システム 18 と書誌利用システム 19 の分離を基本と

している。従来は，書誌作成と書誌利用では同じシステムを用い，作成した書誌がそのまま

の形で利用に供与される前提であった。今後は機械処理を前提とし，書誌作成システムはフ

ラットでシンプルな構造を採用し，書誌利用システムは名寄せ 30 技術等を用いて，他のシ

ステムとの相互運用を積極的に進め，リッチな書誌の提供を図る。 
 CATP については，データベースフィールド定義 26 の変更に留め，メソッド等 33 の通信

に関わるルールは継続し，各機関の図書館システムへの影響を最低限に留める。 
 本案では，従来の「ファイル」を「データセット 25」，「レコード」を「データ 24」と呼ぶ。

煩雑さを避けるため他の用語についても本文中での説明は最小限にし，本文初出時に文末

に付した用語集の該当番号を記載した。2020 年までのロードマップと併せ，適宜参照願い

たい。 
以下，基本方針にも示した概念図の改訂版をあらためて提示し（図 1），具体的な実施方

針の詳細について順次記す。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
図 1 新基準適用後の概念図 
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A. 書誌作成機能 
A-1. 書誌作成機能の合理化 

 書誌データ作成単位を出版物理単位に変更し，書誌構造を見直すための新基準 20 を

整備する。出版物理単位の外部機関作成書誌データを流用手続きなく直接 NACSIS-
CAT 書誌データとして活用することで，書誌作成の作業効率が向上すること，所蔵自

動登録 15 の効率（精度）が向上すること，従来記録されていなかった出版物理単位ご

との情報の提供が可能となること（リッチな書誌の提供），利用者の判断材料が充実す

ることなどが期待される。また，国内外の外部機関作成書誌データやデータベースとの

相互運用性も強化され，表紙画像・あらすじ・目次表示や外部リンクなど，外部連携サー

ビスを取り入れやすくなり，サービス拡張性が向上する。さらに，著者名典拠データに

ついても外部機関作成著者名典拠データセット及び VIAF1（The Virtual International 
Authority File）を活用することで，現行の NACSIS-CAT 著者名典拠データセット 23

の情報のリッチ化と，書誌データと著者名典拠データとの自動リンク 16 による作成機

能の合理化を図る。 
 
1 出版物理単位での書誌作成 

1.1 新基準適用後に作成する書誌データの取扱 
1.1.1 VOL グループの繰返しの禁止 

書誌作成単位は出版物理単位を原則とし，VOL グループの繰り返しによっ

て複数の出版物理単位を表現することを禁止する。 
1.1.2 VOL グループの繰返しの例外的許可 

和漢古書等の一部の資料については，例外的に VOL グループの繰り返しを

許可する。対象資料等の詳細は別に定める。 
1.2 現行基準 8で作成済みの書誌データの取扱 

1.2.1 書誌作成単位の凍結 
遡及的な出版物理単位への分割は実施しない。 

1.2.2 VOL グループの追加の禁止 
新基準適用後は，既存書誌データ 6に対するVOL グループの追加を禁止し，

出版物理単位で新たな書誌データを作成する。 
1.2.3 VOL グループの追加の例外的許可 

和漢古書等の一部の資料については，例外的に VOL グループの追加を許可

する。対象資料等の詳細は別に定める。 
1.2.4 所蔵登録 

新基準適用後も既存書誌データへの所蔵登録を許可する。 
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2 書誌構造リンク 17の見直し 
2.1 書誌構造リンク形成作業 

2.1.1 書誌構造リンク形成作業の任意化 
書誌データには，従来の親書誌データに相当するタイトル及び責任表示，親

書誌データに対する番号等，中位の書誌単位のタイトル及び責任表示，構造

の種類等を記述することとし，これに対応する親書誌データの新規作成及び

リンク形成作業は現行の必須レベルから任意レベルに変更する。中位の書誌

単位が複数ある場合は，上位の書誌単位から順に記述する。 
2.1.2 書誌構造リンク形成機能の維持 

現行の検索環境を保証するため，手動によるリンク形成機能を提供する。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 書誌構造リンク形成 
 

3 外部機関作成データ 3の活用 
3.1 書誌データ 

3.1.1 対象 
当面は現行基準で利用している外部機関作成データを対象とする。 
[目録システム利用マニュアル]-[ 3.1 参照ファイルの種類] 

http://catdoc.nii.ac.jp/MAN/CAT6/3_1.html 
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3.1.2 新基準適用後の取扱 
3.1.2.1 システム登録 14による利用 

新基準に合致する書誌データは，あらかじめシステム登録書誌データ

として図書書誌データセット 29に登録する。 
3.1.2.2 コピー11元データとしての例外的利用 

一部の新基準に合致しない書誌データ及び Z39.50 接続 2 によって現

在取得している書誌データは，参加館登録書誌データ 12の作成の際に

コピー元データとして利用する。 
3.1.3 現在「参照ファイル」として登録されているデータの取扱 

3.1.3.1 遡及的なシステム登録の実施 
高頻度での利用が予想される一定期間のデータのみ，システム登録書

誌データとして図書書誌データセットに直接登録する。 
3.1.3.2 【3.1.3.1】以外の書誌データの取扱 

【3.1.2.2】同様，参照 MARC13として提供する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 新基準適用後の NACSIS-CAT 
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3.2 著者名典拠データ 
3.2.1 新基準適用後の取扱 

3.2.1.1 システム登録による利用 
著者名典拠データセットに存在せず，活用が期待できる外部機関作成

著者名典拠データの一部は，あらかじめ著者名典拠データセットに登

録する。 
3.2.1.2 コピー元データとしての利用 

【3.2.1.1】以外は，現行分参照 MARC9と同様に，参照 MARC として

保存し，コピーして活用する。 
3.2.1.3 参照 MARC 及び著者名典拠データセットのメンテナンス 

参照 MARC を活用し，定期的に著者名典拠データの情報の追加ある

いは著者名典拠データセットへの新規登録を行う。 
3.3 統一書名典拠データ 27 

現行基準を維持するが，外部機関作成書誌データをシステム登録する際に，基準

に合致しないもの（統一書名以外の別タイトル等）が統一書名典拠のフィールド

31に入らないようにデータ変換ルールを見直す。データ変換で対応出来ない場合

は参照 MARC として利用する。 
 

4 自動登録・自動リンクの強化 
4.1 所蔵の自動登録 

4.1.1 対象範囲の拡大 
外部機関作成書誌データのシステム登録によって，図書書誌データセット内

の自動所蔵登録対象となる書誌数の増加を図る。 
4.1.2 精度の向上 

新基準適用後の書誌データは，複数の VOL グループの繰返しによる表現を

禁止することにより，自動登録時の VOL 記述の不一致によるエラー減少を

図り，ISBN 等の識別番号による自動登録精度の向上を図る。 
4.2 著者名典拠データと書誌データの自動リンク 

4.2.1 システム登録書誌データ 
4.2.1.1 外部機関作成著者名典拠 ID を含む書誌データ 

外部機関作成著者名典拠 ID で著者名典拠データセットとマッチング

をおこない，対応する ID を持つ著者名典拠データセットのデータと

当該書誌データの自動リンクを行う。マッチングには VIAF 等の外部

著者名典拠データを活用した仕組みを導入する。 
4.2.1.2 外部機関作成著者名典拠 ID を含まない書誌データ 
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自動リンクは実施しないが，著者名典拠データセットのデータとの手

動リンクを可能とする。 
4.2.2 参加館登録書誌データ 

4.2.2.1 著者名典拠データセットにリンク対象となるデータが存在する場合 
著者名典拠データセットのデータとの手動リンクを従来どおり可能と

する。 
4.2.2.2 著者名典拠データセットにリンク対象となるデータが存在しない場合 

参照 MARC データをコピーしての登録，あるいは著者名典拠データ

を新規登録することにより，従来どおりの手動リンクを可能とする。 
4.2.3 既存書誌データ 

遡及的な自動リンクは実施しないが，著者名典拠データセットのデータと既

存書誌データの手動リンクは従来どおり可能とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 4 著者名典拠データリンク形成 

 
A-2. 書誌管理作業の軽量化 

 新基準適用後は，既存書誌との差異に対する判断は「発見館修正可」または

「修正不可（＝別書誌作成）」に分類し，従来の作成館との協議（レコード調整）

は廃止する。その実現のために，同一資料に対して複数の存在を許容するデータ

を並立書誌データ 32，同一資料の同定に必要な項目が全く同一で統合 28対象とな

るデータを重複書誌データ 22と再定義する。その上で，書誌の修正が可能となる

範囲，同一資料に対する並立書誌データの存在について許容される範囲，重複書

誌データとして統合の対象となる範囲を定める。作成館との協議を廃止すること

によって，書誌管理に関する参加館の業務の軽減を図る。  
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5 レコード調整の廃止 
5.1 書誌データの修正 

現行基準における「修正作業の区分」（コーディングマニュアル 第 21 章 図書書

誌レコード修正 21.1.b 修正事項一覧）を参考に，修正する項目を「発見館修正

可」と「修正不可（＝別書誌作成）」に分け，それぞれ以下の図のとおりに対応す

る。項目の詳細は別に定める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 修正作業の区分 
 

5.2 書誌データの統合 
5.2.1 並立書誌データ 

新基準適用後，以下の項目に該当する場合は，並立書誌データとして存在を

許容し，統合の対象とはみなさない。 
5.2.1.1 既存書誌データとシステム登録書誌データ 
5.2.1.2 由来 34が異なる複数のシステム登録書誌データ 

例：JPMARC と TRCMARC 
5.2.1.3 発見館修正可の項目以外を修正する必要が生じたために，新たに別書

誌を作成した書誌データ同士 
5.2.1.4 現行基準において重複とみなさない書誌データ 

例：稀覯本・複製資料等  
5.2.2 重複書誌データ 

新基準適用後，以下の項目に該当する場合は重複書誌データとして，統合の

対象とする。 



8/12 
 

5.2.2.1 既存書誌データと参加館登録書誌データ 
既存書誌データに統合する。 

5.2.2.2 システム登録書誌データと参加館登録書誌データ 
システム登録書誌データに統合する。 

5.2.2.3 参加館登録書誌データ同士 
先に作成された参加館登録書誌データに統合する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 並立/重複の対象 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 重複書誌データの統合 
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5.2.3 統合方法 
統合対象書誌データの抽出，統合方法，所蔵館への連絡方法等については，

別に定める。 
 

A-3. 運用ルール 
 外部機関作成書誌データを図書書誌データセットにシステム登録書誌データと

して登録するため，図書書誌データセット内に所蔵がない書誌データや外部機関が

作成時に準拠した目録規則による書誌データの存在を許容する。参加館は，システ

ム登録書誌データに対し NACSIS-CAT が準用する目録規則に合わせるための修正

を行わないこととする。また，外部機関作成書誌データとの相互運用性を担保する

ため，新規作成時に準用する目録規則を，「日本目録規則 1987 年版改訂版」（和資

料），「英米目録規則第 2 版(1988 年改訂，1993 年修正)」（洋資料）から，RDA や

それに準拠した改訂版日本目録規則など国際標準に合わせたものに移行する。 
 出版物理単位での書誌作成，書誌構造リンクの見直し，外部機関作成データの活

用，レコード調整の廃止などの変更に基づき，「目録情報の基準」やコーディング

マニュアル等の見直しを行い，書誌データ等の入力のためのガイドラインを整備す

るとともに，これらの変更に対応した研修体制の整備について検討を行う。 
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B. 書誌利用機能  
6 書誌利用機能に求められる機能 

 序文に述べたように，書誌作成システムと書誌利用システムの分離を基本としてい

る。書誌作成システムでは，同一資料に対する複数の書誌データが存在する一方で所蔵

がない書誌も存在するため，ILL などでデータベースを活用する場合は，名寄せ技術等

の機械処理を用いてデータの整理・組織化を行い，ユーザビリティを担保する必要があ

る。本節では NACSIS-ILL 及び CiNii Books について，必要な機能を記す。 
 
6.1 NACSIS-ILL 

6.1.1 書誌の名寄せ 
6.1.1.1 名寄せ 

書誌検索時に，並立書誌データは，名寄せ書誌データとして提供する。

名寄せの基準は別に定める。 
6.1.1.2 名寄せの例外的回避 

和漢古書等の一部の資料については，名寄せを回避する。 
6.1.2 所蔵の名寄せ 

6.1.2.1 名寄せ 
名寄せ後の書誌データのそれぞれの所蔵情報も一括して提供する。 

6.1.3 その他 
6.1.3.1 巻号での検索 

VOL フィールドに入っている巻号部分を検索や絞り込みの対象とす

る。 
6.1.3.2 所蔵のない書誌の扱い 

所蔵データを持たない書誌データについては，検索及び表示の対象と

しない。 
6.2 CiNii Books での利用 

6.2.1 名寄せ 
書誌検索時に，並立書誌データは，名寄せ書誌データとして提供する。 

6.2.2 名寄せ前 NCID での検索 
名寄せ前の NCID によって検索した場合でも，名寄せ後の書誌情報を表示

する。 
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C. 図書館システムへの対応 
7 図書館システムへの対応 

 参加機関側の図書館システムとの運用連携のために，NACSIS-CAT で備えるべき要

件及び図書館システムに推奨される機能について記述する。 
 
7.1 NACSIS-CAT が備えるべき要件 

7.1.1 通信プロトコル 
各図書館システムとの通信プロトコルは，CATP を維持する。スキーマバー

ジョンの追加は実施するが，既存のスキーマバージョンも維持する。 
7.1.2 書誌作成業務 

現行の図書館システムの書誌作成機能での対応を想定するが，書誌構造のフ

ラット化に伴う書誌入力方針の変更は，入力ルールの変更により対応する。 
7.1.3 書誌構造リンク 

現行の図書館システムと同様の親書誌データへの手動リンクを維持する。た

だし，親書誌データへのリンク付けは必須としない。 
7.2 NACSIS-ILL 

7.2.1 名寄せ書誌の利用 
【6.1】で述べたように，ILL では名寄せ後の書誌及び所蔵を提供する。一方

で，当面は現行の図書館システムの ILL クライアントでの対応を前提とす

るため，書誌作成システムとは別に，現行の ILL クライアントでの業務用

に，名寄せ処理済み書誌のデータベースを用意する等の措置を講ずる。 
7.2.2 接続サーバーの切替 

【7.2.1】で述べた措置を取る場合には，書誌作成業務と ILL 業務で接続先

サーバーの切替が必要となることが想定されるが，仕様については参加館，

図書館システムベンダーと検討する。 
7.3 CiNii Books 

【6.2】で述べたように，CiNii Books では名寄せ後の書誌及び所蔵を提供するが，

名寄せ前の NCID によるアクセスも保証する。これらについては，CiNii の Web
サイトのみでなく，API でも同等の機能を提供する。 

7.4 その他 
7.4.1 情報の開示 

技術情報及び開発のロードマップは迅速に開示する。 
7.4.2 テスト環境の提供 

2018 年度中にテストサーバーを構築し，各図書館システムベンダーとの連

携テストを開始する。 
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7.4.3 図書館システムベンダーとの情報交換 
実装にあたっては，各図書館システムベンダーとの情報交換を行い，図書館

システムへの影響を最小限にとどめるよう，十分に仕様を検討する。 
7.4.4 その他 

本案に含まれない事項については，随時，NII，参加館，図書館システムベ

ンダーと意見交換をしながら進める。 

 
 
◆今後に向けて 
 
 以上，2020 年度に向けた NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化について述べてきたが，

基本方針の末尾でも触れたとおり，当システムの在り方に関しては今後も絶え間なく検討

を続け，内外の環境の変化に応じて，必要な変更が適切に行なわれることが望ましい。2020
年を通過点と捉え，図書館業務の在り方も含めた議論の中から，より良い提案が生まれるこ

とを期待し，整備を続けていきたい。 
 

以上 



【別紙1】NACSIS-CAT/ILLの軽量化合理化について（用語集）

　　　　※用語の五十音順に掲載しています。　※定義は「詳細案」内での語の使い方を示しています。
No. 用語 定義

1 VIAF

The Virtual International Authority Fileの略。
OCLCが維持管理する，複数の国立図書館と地域的，国際的図書館関係機関による共同プロジェクト。典拠
ファイルをマッチングおよびリンクをし，ウェブ上で利用可能な情報を作成している。
(https://viaf.org/ 2016/12/7閲覧)

2 Z39.50接続
NACSIS-CAT上にデータが蓄積されている通常の参照ファイルと異なり，Z39.50プロトコルを利用した接続。
参加館が検索する都度，外部機関が提供するサーバへ接続してデータを取得し，利用している。NACSIS-CAT
固有の書誌IDが無く，検索のたびに書誌IDが変わる。

3 外部機関作成データ
NACSIS-CAT以外の機関が作成した書誌データ，著者名典拠データ，統一書名典拠データ。
詳細：http://catdoc.nii.ac.jp/MAN/CAT6/3_1.html

4 機械処理性 人的作業ではなく，最新の技術を用いて機械的に処理する作業の効率性。

5 既存情報源 出版社や外部書誌作成機関などNACSIS-CAT以外で作成されたデータ。

6 既存書誌データ 2019年度までに登録された図書書誌データ。

7 軽量化 図書館の書誌作成・管理作業や，利用者の書誌利用環境を最適化し，効率化すること。

8 現行基準 2020年度の新しいCATの導入前の基準。

9 現行分参照MARC 2019年度まで参照MARCとして提供されていた外部機関作成データ。

10 合理化 機械処理への移行，外部との連携強化など，現在の技術に適応したシステムの再設計のこと。

11 コピー 一般的な複製の意。現行NACSIS-CAT内での「COPY」の範囲に留まらない。

12 参加館登録書誌データ 2020年度以降に，新規登録やコピー（参照：用語集11）による登録により参加館が作成する書誌データ。

13 参照MARC
外部機関作成データ (参照：用語集3) のうち，取得方法がZ39.50のものや，VOLグループの繰り返しがある
データなど新基準に合致しないデータ。参加館はデータをコピーして利用することができる。

14 システム登録
外部機関作成データ (参照：用語集3) のうち，取得方法がZ39.50のものや，VOLグループの繰り返しがある
データなど新基準に合致しないデータを除いたものを，図書書誌データセットや著者名典拠データセットにあ
らかじめ機械的に登録すること。

15 自動登録
各図書館等の所蔵データを自動的に登録するシステムを用いて，参加館の所蔵レコードを一括登録・更新する
こと。

16 自動リンク 人的作業ではなく，ID等によって機械的にリンク形成作業を行うこと。

17 書誌構造リンク シリーズ名などの書誌階層がある場合の，親書誌データと子書誌データのデータ間リンクのこと。

18 書誌作成システム 現行のNACSIS-CATなど，書誌を作成するために必要なシステム。また作成の仕組み。

19 書誌利用システム
現行のNACSIS-ILLやCiNii Booksなど，書誌作成システムで作成された書誌データを利用するシステム。また
利用の仕組み。

20 新基準 2020年度の新しいCATの導入後の基準。

21 相互運用
外部機関作成書誌データをNACSIS-CATで活用すること。また，NACSIS-CATで作成したデータが外部機関で
活用されること。

22 重複書誌データ 書誌の同定に必要な項目が全く同一の書誌データ。統合（参照：用語集28）対象となる。

23 著者名典拠データセット 現行の著者名典拠ファイル（NAME）。

24 データ 現行の「レコード」。例）図書書誌レコード→図書書誌データ

25 データセット 現行の「ファイル」。例）図書書誌ファイル→図書書誌データセット

26 データベースフィールド定義
データを入力する際のフィールド名やフィールド内でのデータの扱い方，入力方法，計算方法，保存方法，表
示方法などのこと。

27 統一書名典拠データセット 現行の統一書名典拠ファイル（TITLE）。

28 統合 複数のデータを一つにすること。

29 図書書誌データセット
現行のNACSIS-CAT 図書書誌ファイル（BOOK）。新基準適用後は既存書誌データ (参照：用語集6)，システ
ム登録書誌データ (参照：用語集14)，参加館登録書誌データ (参照：用語集12)が含まれる。

30 名寄せ
タイトルや出版社など、データの主たる項目を比較し、同一資料を表現していると判断されるものについて、
グループとしてのまとまりを作るまたは統合（参照：用語集28）する機能。CiNii Articlesで実装・運用済。

31 フィールド 現行の「フィールド」。用語を変更しない。

32 並立書誌データ
同一資料に対する複数書誌データ。由来の相違のほか，現行基準において作成館に問い合わせを必要とする書
誌事項の相違などにより存在が許容される。

33 メソッド等 CATP内で使用する「GETHANDLE」，「SEARCH」などのこと。

34 由来 外部機関作成書誌データの入手元。



【別紙2】NACSIS-CATILLの軽量化合理化について（ロードマップ）

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

方針等
基本方針案策定

これから委
6月

基本方針案承認
推進会議

7月

詳細案策定①
これから委

10月

詳細案策定②
これから委

1月

詳細案検討
推進会議

2月

推進会議
7月

推進会議
2月

推進会議
7月

推進会議
2月

推進会議
7月

推進会議
2月

推進会議
7月

推進会議
2月

NII側のシステム

運用

参加館側のシステム
（ベンダーとの調整）

参加館への周知 意見招請 パブコメ 説明会等 研修等

NII側のシステム

運用

参加館側のシステム
（ベンダーとの調整）

参加館への周知 パブコメ 説明会等 研修等

※検討状況に応じて変更の可能性があります。

CAT2020に対応した変更

CATの変更に伴うILL運用
マニュアル提案

システム連携に関する技
術資料の提示

ベンダーとの調整 テスト

ベンダーとの調整 テスト

説明会等

ILL

要件定義・開発
（CATの変更に伴うもの）

2022年度(H34)

CAT
要件定義 要件定義・開発

CAT2020スタート
(並行稼動の場合は5年程度を目安とする)

書誌作成単位の新基準
（ガイドライン）提案

(以降、運用に関する変更
案を順次提示)

システム連携に関する技
術資料の提示

2016年度(H28) 2017年度(H29) 2018年度(H30) 2019年度(H31) 2020年度(H32) 2021年度(H33)



 

平 成 2 9 年 2 月 2 1 日 
これからの学術情報システム 
構 築 検 討 委 員 会 

 
平成 29 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） 

 
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（NACSIS-CAT/ILL の再構築及び電子情報

資源のデータの管理・共有）を越えて、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。 
(1) 平成 27 年 5 月 29 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」の議論をさらに発展させた、優先的に取り組むべき課題の整理。具体的には、

システム（統合的発見環境の提供）、メタデータ（標準化、相互利用）、学術情報

資源の確保と流通（電子化、保存、コレクション、ILL）といった諸課題。 
(2) 上記の課題の検討・達成のためのコミュニティの在り方。とくに従来の

NACSIS-CAT/ILL 参加館のコミュニティの枠組みを超えて、学術情報流通基盤に

関連する既存のコミュニティ（大学図書館コンソーシアム連合、オープンアクセス

リポジトリ推進協会）や組織・団体（国公私立大学の各協会、国立国会図書館、科

学技術振興機構等）との連携・協力の強化も含めた、持続的でかつ実行性のあるコ

ミュニティの在り方とその実現に向けた方策。 
 

２． 今後の NACSIS-CAT/ILL に関する検討 
 「NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化について（基本方針）」を詳細化した

「NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化について（NACSIS-CAT 詳細案）」を各種イベン

トで参加館及びベンダー等関係者に共有し、意見交換を実施する。また、国立情報学研究

所と協力して詳細案を元にシステム連携に関する技術資料を作成し、ベンダーと調整しつ

つ、NACSIS-CAT 本体の開発に着手する。さらに、新基準適用後の運用ガイドラインの

検討を開始する。 

時期 検討内容 
4～6 月 参加館・ベンダー・その他関係者との検討状況の共有・意見交換 
7～9 月 NACSIS-CAT のシステム連携に関する技術資料の検討・開発のための

要件定義 
10～11 月 NACSIS-CAT のシステム連携に関する技術資料の提示・図書館システ

ムベンダーとの調整 
11 月 参加館・ベンダー・その他関係者との検討状況の共有・意見交換 
10～12 月 NACSIS-ILL のシステム連携に関する技術資料の検討・開発のための要
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３． 電子リソースの利用促進に関する検討 

 「統合的発見環境のための電子リソース管理・提供基盤の形成」を目標に、以下 2 点に

取り組む。 
･ 電子リソースデータの効率的な活用・流通を促進するための管理基盤・ワークフロ

ーの構築 
･ 電子リソースデータの効率的な流通及び管理に不可欠な国内刊行のオープンアクセ

ス誌等のナレッジベース（ERDB-JP）の維持管理 
 具体的な項目は以下のとおりである。 
(ア) 電子リソース業務の管理基盤・ワークフロー構築の検討 

① 機関固有のワークフローやデータ管理機能 
② コンソーシアム全体で管理される情報の管理・共有 
③ 電子ブック等のメタデータの体系的な整備についての検討 
④ 適切な電子リソース管理による利用活性化や利用者サービスの向上 

(イ) ERDB-JP 
① パートナーとの関係強化 
② 体系的なデータ更新フローの導入によるデータの品質確保 
③ システム整備 

(ウ) 国際連携 
① 国際動向の把握 

 
４． イベント 

･ 平成 29 年度国立情報学研究所学術基盤オープンフォーラム（6/7-9） 
･ 第 19 回図書館総合展（11/7-9） 

 
以上 

件定義 
1～2 月 NACSIS-ILL のシステム連携に関する技術資料の提示・図書館システム

ベンダーとの調整 
12～3 月 NACSIS-CAT の開発 



 

 

平成 29 年度これからの学術情報システム構築検討委員会委員（案） 

（平成 29 年 2 月 21 日現在） 

氏 名 所 属 機 関 ・ 職 名 備考 

熊渕 智行 東京大学附属図書館 情報管理課長 継続 

甲斐 重武 京都大学附属図書館 事務部長 退任 

（未定） （未定） 新規 

渡邉 俊彦 鹿児島大学 学術情報部長 継続 

山田 奈々 青森県立保健大学 図書課 主査 継続 

原 修 立教大学図書館 利用支援課 課長 継続 

近藤 茂生 立命館大学 学術情報部 次長 継続 

呑海 沙織 筑波大学 図書館情報メディア系 教授 継続 

佐藤 義則 東北学院大学 文学部 教授 継続 

小山 憲司 中央大学 文学部 教授 継続 

大向 一輝 
国立情報学研究所 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 
継続 

細川 聖二 国立情報学研究所 学術基盤推進部 学術コンテンツ課長 継続 

吉田 幸苗 
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 

継続 

※原則，平成 28 年度の委員の継続とし，継続予定の委員が人事異動等により委員を継

続することが困難な場合，平成 29 年 4 月初旬までに連携・協力推進会議において委

員を指名し，後任委員を決定することとする。 
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平成 29 年 2 月 21 日 
大学図書館と国立情報学研究所との  
連携・協力推進会議 
SCOAP3タスクフォース 

- 1 - 
 

 
SCOAP3フェーズ２に向けたタスクフォース活動状況（報告） 

 
１．タスクフォースの活動状況 

平成 28 年 6 月 24 日 第 1 回会合 
・今後の進め方について協議 

平成 28 年 7 月 21 日 国公私立大学図書館に対して「2017 年以降の SCOAP3

プロジェクトへの参加について（依頼）」を送付し、フ

ェーズ 2 に向けた状況を説明。 

平成 28 年 9 月 21 日 国公私立大学図書館に対して「2017 年以降の SCOAP3

プロジェクトに係る参加意向調査について（依頼）」を

送付し、フェーズ 2 への参加意向調査を実施（回答期

限：平成 28 年 10 月 21 日）。 

平成 28 年 10 月 31 日 第 2 回会合 
・参加意向調査回答状況の確認 
・今後の進め方について協議 

 
２．参加意向調査回答状況（1/31現在） 

（１）概要 
 各大学図書館のフェーズ 2 への参加意思の有無、参加する場合の拠出可能額を調査。 

（２）回答状況 
    
 

 
 

参加の意向でも拠出額は検討中としている機関（1 機関）があり、拠出総額は未確定で

ある。しかし、対象誌の購読実績を有する大部分の大規模大学図書館が参加の意向を示

しており、大学図書館としては、最大限の努力を行っていると言える。 
 
３．今後の予定 

 CERN との MoU 締結。また、最終的な拠出額を確定。 

 
４．その他 

SCOAP3のエクゼクティブ・コミッティのメンバーである安達 NII 副所長と連携し、研究者

の SCOAP3への理解を深めることを目的としたイベントを企画、CERN で SCOAP3の責任者

参加 38 機関（うち、フェーズ１からの継続参加 31 機関） 

不参加 46 機関（うち、フェーズ１参加機関 3 機関） 
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である Dr. Salvatore Mele を招聘し、平成 28 年 12 月 7 日と 8 日に各々東京（NII）と京都

（京都大学）で高エネルギー物理学分野の研究者を対象としたシンポジウム開催をサポートし

た。 

 
「高エネルギー物理学分野における論文投稿の仕組みを考える－SCOAP3と日本の現状－」 
 

講演者 内容 

安達 淳教授 

（SCOAP3評議会日本代表委員、 

国立情報学研究所（NII）副所長） 

開会挨拶 

安達 淳教授 
日本における SCOAP3への取り組みの経

緯と現状について 

Dr. Salvatore Mele 

(Head of Open Access at CERN,   

Leader of the SCOAP3 project) 

SCOAP3 プロジェクトの世界的な動向、

およびその中での日本の立ち位置につい

て 

小林 富雄教授（東京会場） 

（高エネルギー加速器研究機構 

 国際連携推進室 室長） 

野坂 京子氏（京都会場） 

（一般社団法人 日本物理学会 

物理系学術誌刊行センター） 

PTEP の成果について 

（意見交換）  

 
 



平成 29 年 2 月 21 日 
国立情報学研究所  
学 術 基 盤 課  

 
平成 28 年度教育研修事業（報告） 

 
１．教育研修事業一覧 

 教育研修事業の今後の方向性については、第７回連携・協力推進会議（平成 26 年 2 月 14
日）以降、継続的に議論しており、事業の見直しや大学図書館への移管等を順次実施してい

る。 
 平成 28 年度の実施内容は下図のとおりである。 
 

 

 
２．研修開催状況 

 【専門研修】 

(1) 目録システム書誌作成研修 

 目録所在情報サービス参加機関において書誌作成・書誌修正を行う目録業務担当者が、

多様な書誌事例について理解を深め、総合目録データベースの円滑な運用に必要な知識・
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技能を修得することを目的とする研修であり、実際の事例をもとにグループで議論する

ワークショップ形式を採用。平成 27 年度に試行実施し、平成 28 年度から本実施に移行

した。本研修の企画にあたっては、目録業務経験の長い大学図書館員を中心としたワーキ

ンググループを立ち上げ、カリキュラムの検討や研修課題の作成を行った。 
平成 28 年度は NII 会場で 1 回（1.5 日）開催。 

 
(2) 情報処理技術セミナー 

 学認へ参加するために必要となる Shibboleth 技術に関する知識について解説するとと

もに、Shibboleth 環境の構築実習を通して、各機関の認証基盤構築に必要な技術を修得

することを目的とする研修。 
 平成 28 年度は基礎編・活用編に分け、NII 会場で計 3 回（各 2 日）開催。 

 
 【総合研修】 
(1) 学術情報システム総合ワークショップ 
 NII と大学図書館が連携・協力して取り組まなければならない学術情報流通に係る課題

解決のために、学術情報システムに関する総合力を修得することを目的とした研修。 
 平成 28 年度は「研究データを用いたサービスの調査・企画」をテーマに、約半年間（う

ち NII 会場で 3 回の集合研修）開催。受講者は２つのグループに分かれ、研究データを

活用するサービスの企画と、そのサービスを実現するシステムの仕様書を作成すること

が求められた。本研修は講義とワークショップで構成されており、集合研修期間外は、自

館における個人ワークと、グループごとに自主的に行うテレカンファレンスでの議論に

より、課題に取り組んだ。 
 
(2) 国立情報学研究所実務研修 
 NII の実務を経験することにより、高度の学術情報システムの環境に対応しうる知識を

習得することを目的とした研修である。 
 平成 28 年度は以下のとおり研修が実施された（一部予定）。 

期間 所属機関 氏名 研修場所 テーマ 
H28. 8. 1（月） 
      ～ 
H28.10. 7（金） 

一橋大学 赤木真由子 
図書館連携・協力

室（JUSTICE 事務

局） 

電子資料契約見直し事例

のまとめ 

H27. 3.11（火） 
～ 

H28. 3. 2（木） 
京都大学 大村明美 

CERN（欧州原子

核研究機構）* 
物理学分野の DB に関す

るデータキュレーション 

*本研修は、NII、KEK（高エネ研）、CERN３機関の国際連携協定に基づき、職員を派遣す

るものである。 
 



３．共催・支援状況 

(1) 目録システム入門講習会 

 目録業務担当者が理解すべき、参照ツールの種類･使い方、書誌情報の内容理解と検索

方法、所蔵登録の考え方を習得することを目的とした研修。平成 27 年度から開始。 
平成 28 年度は、中国四国地区大学図書館協議会・国立大学図書館協会中国四国地区協会

が共同主催した「平成 28 年度目録システム入門講習会」（8/29）、および、九州地区国立

大学図書館協会が主催した「平成 28 年度九州地区目録講習会」（9/15-16）の 2 件に対し

て、NII は共催機関として講師旅費の支援を行った。 
 

(2) 機関リポジトリ新任担当者研修 

 オープンアクセスの推進と機関リポジトリの構築・運用に必要な基礎的な知識と技術

の修得を目的とする研修。機関リポジトリ推進委員会と NI の共同主催として実施した。

NII は講師旅費・謝金の支援及び東京開催時に会場を提供した。 
 

(3) 大学図書館職員短期研修 

大学図書館等の活動を活性化するため、大学図書館等の職員が、今後の図書館の企画・

活動を担う要員となる上で必要な、図書館業務の基礎知識・最新知識を習得することを目

的とした研修。京都大学附属図書館・東京大学附属図書館が主催し、NII は共催機関とし

て講師旅費・謝金の支援及び東京大学会場開催時に会場を提供した。 
 

(4) 利用者番号貸与 

 講習会等で NACSIS-CAT/ILL 教育用システムを利用する機関を対象に、講習用の

NACSIS-CAT/ILL 利用者番号の貸与を行った。1 月末現在の発行数は、27 機関・1,427ID
である。 
 

(5) セルフラーニング教材 

平成 27 年度より、NACSIS-CAT/ILL セルフラーニング教材を公開し、NACSIS-
CAT/ILL に関する職場での研修や大学での授業などに幅広く利用いただけるよう供して

いる。このうち CAT 編では、修得テスト・セルフチェックテストの結果により修了証書

を発行しており、1 月現在で延べ 146 枚を発行済みである。 
  



４．平成 29 年度の教育研修事業 

(1) 専門研修 

目録システム書誌作成研修については、平成 29年度も年 1回開催する。また平成 28

年度と同様、研修の企画や研修課題等を目録業務経験の長い図書館員等によるワーキ

ンググループで検討する枠組みを継続する。 

情報処理技術セミナーは、平成 29年度も引き続き「Shibboleth 環境の構築」をテー

マとして、年 3回（基礎編 2回，活用編 1回）開催する。 

 

(2) 総合研修 

学術情報システム総合ワークショップは、平成 28年度と同様、年 3回の集合研修と

所属機関内での個人・グループ調査の構成により、約半年間開催する。 

国立情報学研究所実務研修も、引き続き受講者を募集する。 

 

(3) 共催・支援 

大学図書館職員職員短期研修の共催を継続するほか、目録システム入門講習会につ

いても、必要に応じて共催等の支援を行う。 

NACSIS-CAT/ILL 教育用システムの利用を希望する機関向けの利用者番号貸与や、

NACSIS-CAT/ILL セルフラーニングについても，平成 29年度も継続して実施する。 

 

 

  



 

【参考】 

１．研修開催状況 

 【専門研修】 

 (1) 目録システム書誌作成研修 
研修・講習会

名 
会場 日程 

要綱 

記載定員 

申込

者数 

修了

者数 

辞退

者数 

欠席

者数 

定員

倍率 

目録システム

書誌作成研修 
国立情報学研究所 11/24-11/25 20 32 20 0 0 1.60 

合計 20 32 20 0 0 1.60 

 
(2) 情報処理技術セミナー 

研修・講習会名 会場 回 日程 
要綱 

記載定員 

申込

者数 

修了

者数 

辞退

者数 

欠席

者数 

定員

倍率 

情報処理技術 

セミナー 
国立情報学研究所 

1 6/16-6/17 18 10 10 0 0 0.56  

2 7/7-7/8 18 16 14 0 1 0.89 

3 12/8-12/9 18 9 9 0 0 0.50 

合計 54 35 33 0 1 0.65 

 
 【総合研修】 
 (1) 学術情報システム総合ワークショップ 

研修・講習会名 会場 日程 
要綱 

記載定員 

申込

者数 

修了

者数 

辞退

者数 

欠席

者数 

定員

倍率 

学術情報システム 

総合ワークショップ 
国立情報学研究所 6/30-12/16 9 9 8 0 0  1.00 

合計 9 9 8 0 0 1.00 

 
  



 
 (2) 国立情報学研究所実務研修 

研修・講習会名 会場 日程 
要綱 

記載定員 

申込

者数 

修了

者数 

辞退

者数 

欠席

者数 

定員

倍率 

国立情報化区研究所 

実務研修 
国立情報学研究所 - 若干名 2 2 0 0  - 

合計 - 2 2 0 0 - 

 
 
２．共催状況（NII 名義による修了証書発行分のみ） 
 (1) 機関リポジトリ新任担当者研修 

研修・講習会名 会場 日程 
要綱 

記載定員 

申込

者数 

修了

者数 

辞退

者数 

欠席

者数 

定員

倍率 

機関リポジトリ 

新任担当者研修 

国立情報学研究所 6/23-6/24 32 58 32 0 0 1.81 

国立情報学研究所 7/28-7/29 32 60 32 2 0 1.88 

長崎国際大学 8/22-8/23 20 23 20 0 0 1.15 

神戸松蔭女子学院

大学 
9/13-9/14 20 44 23 0 0 2.20 

国立情報学研究所 10/27-10/28 32 57 32 0 0 1.78 

合計 136 242 139 2 0 1.78 

 
 (2) 大学図書館職員短期研修 

研修・講習会名 会場 日程 
要綱 

記載定員 

申込

者数 

修了

者数 

辞退

者数 

欠席

者数 

定員

倍率 

大学図書館職員 

短期研修 

京都大学 10/4-10/7 42 45 43 2 0  1.07 

国立情報学研究所 11/29-12-2 42 52 49 3 0 1.24 

合計 84 97 92 5 0 1.15 
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大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議設置要綱 
 

平成２２年１２月１３日 
制 定 

改正 平成２７年２月１８日  
 

 
 
（設置） 

第１条 「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

館協力委員会との連携・協力の推進に関する協定書」（以下「協定書」という。）第２条第２項

の規定に基づき、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。）を設置する。 
（目的） 

第２条 推進会議は、協定書の第２条第１項に掲げる事項について、連携・協力を進めることを

目的とする。 
（組織） 

第３条 推進会議の委員館は、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

（以下「国立情報学研究所」という。）及び国公私立大学図書館協力委員会の常任幹事館で構成

する。 
２ 推進会議の設置期間は、協定書の有効期間とする。 

（委員長） 
第４条 推進会議に委員長を置き、委員館の代表者の互選によって選出する。 
２ 委員長の任期は８月１日から翌年７月３１日までの１年間とする。ただし、再任を妨げない。 

（会議開催） 
第５条 推進会議は、国立情報学研究所、国立大学、公立大学及び私立大学の各１館を含む委員

館の出席によって成立する。 
２ 議事は、出席全委員館の同意をもって決定する。 
（ワーキンググループ） 

第６条 推進会議は、必要に応じワーキンググループを設けることができる。 
２ ワーキンググループの設置要項は、別に定める。 
（事務局） 

第７条 推進会議の事務局は、国立情報学研究所に置く。 
（運営の細目） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議において

別に定める。 
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附 則 
この要綱は、平成２２年１２月１３日から施行する。 
 

附 則 
この要綱は，平成２７年２月１８日から施行する。 
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大学図書館コンソーシアム連合要項 
 

平成２４年７月２０日 
制        定 

改正 平成２７年３月２０日 
 
 

第１章 総則 
 
（設置） 

第１条 国公私立大学図書館協力委員会と国立情報学研究所は，両者の間に締結された協

定書に基づき設置された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。）のもとに，大学図書館コンソーシアム連合（以下「連合」という。）

を置く。連合の英語名称は，Japan Alliance of University Library Consortia for E-
Resources とし，略称を JUSTICE とする。 

 
（会員の資格） 

第２条 連合の会員となる資格を有する図書館（図書館相当の施設を含む）は以下のとおり

とする。 
（１）大学（短期大学を除く）に設置された図書館 
（２）運営委員会が認めた機関に設置された図書館 

 
（事務局） 

第３条 連合の事務局は国立情報学研究所に置く。 
 
 

第２章 目的及び事業 
 
（目的） 

第４条 連合は，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，人材育

成等を通じて，わが国の学術情報基盤の整備に貢献することを目的とする。 
 
（事業） 

第５条 連合は，前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
（１）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 
（２）電子ジャーナルのバックファイルや電子コレクション等の拡充 
（３）電子リソースの管理システムの共同利用 
（４）電子リソースの長期保存とアクセス保証 
（５）電子リソースに関わる図書館職員の資質向上 
（６）前各号のほか，本連合の目的を達成するために必要な事業 
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第３章 運営委員会 
 
（運営委員会） 

第６条 連合を運営するために運営委員会を設置する。 
 
（委員） 

第７条 運営委員会は，委員（１５名以内）により組織する。 
２ 委員は，推進会議が指名し，総会が承認する。 
 
（委員の任期） 

第８条 委員の任期は１年とし，期間は４月１日から翌年３月３１日までとする。ただし，

再任を妨げない。 
 
（委員長） 

第９条 運営委員会に委員長を置く。委員長は連合を代表する。 
２ 委員長は委員の互選により選出する。任期は１年とし，期間は４月１日から翌年３月３

１日までとする。ただし，再任を妨げない。 
 
（作業部会） 

第１０条 運営委員会は，連合の業務の遂行のために，必要に応じて作業部会を設置するこ

とができる。 
 
 

第４章 総会 
 
（総会） 

第１１条 運営委員会委員長は，毎年１回通常総会を招集しなければならない。 
２ 運営委員会委員長は，必要があると認めるときは，臨時総会を招集することができる。 
 
（議長） 

第１２条 議長は，運営委員会委員長が務める。 
 
（定足数） 

第１３条 総会は，会員の過半数の出席がなければ，開会することができない。なお，委任

状の提出をもって出席に代えることができる。 
 
（議事） 

第１４条 運営委員会委員長は，通常総会において，次の事項について報告し，承認を得な

ければならない。 
（１）年度事業の実施および計画に関する事項 
（２）会費の徴収および会計に関する事項 
（３）その他必要とされる事項 
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第５章 参加及び脱退 
 
（参加） 

第１５条 連合に参加を希望する図書館は，運営委員会委員長に参加申請書を提出し，運営

委員会の承認を受けなければならない。 
 
（脱退） 

第１６条 連合からの脱退を希望する会員は，運営委員会委員長に脱退届を提出しなけれ

ばならない。脱退届が受理された会員の会費等は，これを返還しない。 
 
 

第６章 会計 
 
（会計年度） 

第１７条 連合の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。 
 
（会費） 

第１８条 会員の会費は，総会で定める。 
２ 会員は，前項の会費を納入しなければならない。 
 
 

第７章 要項の変更 
 
（要項の変更） 

第１９条 この要項は，総会において会員総数の３分の２以上の同意がなければ，変更する

ことができない。 
 
 

第８章 解散 
 
（解散） 

第２０条 連合を解散する場合は，総会において会員総数の４分の３以上の同意がなけれ

ばならない。 
 
 

第９章 雑則 
 

（雑則） 
第２１条 この要項の施行について必要な細則は，運営委員会の議決を経て，運営委員会委

員長がこれを定める。 
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附 則 
本要項は，平成２５年４月１日から施行する。 
 

附 則 
本要項は，平成２７年３月２０日から施行する。 



大学図書館コンソーシアム連合運営委員会規程 
 

平成２５年２月２０日 
制        定 

改正 平成２７年３月２０日 
 
大学図書館コンソーシアム連合（以下「連合」という。）の運営委員会（以下「委員会」という。）

の運営については，「大学図書館コンソーシアム連合要項」（以下「連合要項」という。）の「第３

章 運営委員会」の定めによるほか，この規程による。 
 
（目的） 

第１条 委員会は，「連合要項」の「第２章 目的及び事業」に定める事項を企画・立案し，連合

の運営にあたることを目的とする。 
 

（委員） 
第２条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 会員である図書館の職員 
二 国立情報学研究所の職員 
三 その他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。）

の委員長が必要と認めた者 
２ 委員は，推進会議の委員長が委嘱する。 
 
（作業部会） 

第３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 作業部会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
一 会員である図書館の職員 
二 その他運営委員会委員長が必要と認めた者 

４ 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。 
５ 主査及び作業部会委員の任期は１年とし，期間は４月１日から翌年３月３１日までとする。

ただし，再任を妨げない。 
６ 作業部会の運営に関する細則は，別に定める。 
 
（庶務） 

第４条 委員会の庶務は，連合事務局において処理する。 
 
（雑則） 

第５条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会において別に

定める。 
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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，平成２７年３月２０日から施行する。 
 



機関リポジトリ推進委員会規程 
 

平成２５年７月３０日  
制 定 

改正 平成２７年２月１８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。）

のもとに、機関リポジトリ推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
 
（目的） 

第２条 委員会は、「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」の第２条

第１項に掲げる事項のうち、（２）「機関リポジトリを通じた大学の知の発信システムの構

築」に関する事項を企画・立案し、学術情報の円滑な流通及び発信力の強化にかかる活動

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、（２）に関連する活動を推進するものとする。 
 
（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 その他推進会議の委員長が必要と認めた者 
２ 委員は、推進会議の委員長が委嘱する。 
 
（任期） 

第４条 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。 
 
（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、選出後から翌年３月３１日までとする。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 作業部会の設置期間は、設置の都度これを定める。 
３ 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。 
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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 
 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２５年８月１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。 



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  

 
 
（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、委員長の推薦により、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 
 二 国立情報学研究所の職員 
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 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。 

 



データ検索基盤

データ公開基盤

研究データ管理基盤

DOI
海外

研究データ
公開基盤
との連携

メタデータ管理

研究データ管理 ユーザインタフェース

アクセスコントロール メタデータ管理

成果論文
研究データ

機関向け研究データ管理

Hot
Storage

Hot
Storage

Hot
Storage

Cold
Storage

Cold
Storage

Cold
Storage

実験データ 成果論文

データ登録者
蓄積実験・保存

検索・利用

データ利用者

研究データ用リポジトリ

非公開 共有 公開データ管理基盤

再利用 メタデータ収集

分野
リポジトリ

長期保存対応ストレージ領域

データの流れ
利用の流れ

データ検索サービス

オープンサイエンス対応 － 研究データ基盤

論文検索サービスCiNiiを研究
データに発展させたサービス

機関リポジトリのクラウドサービス
JAIRO Cloudを研究データに発展
させたサービス

論文のオープンアクセス
には存在しない新サービス

u これまでに研究データの共有や公開の機会がなかった分野の研究者も活用できる基盤と
して学際的なオープンサイエンスの実現を目指す

1
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研究データ基盤の整備計画案
平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

整
備
計
画

海
外
連
携

国
内
連
携

１．データ管理基盤開発

２．データ公開基盤開発

３．データ検索基盤開発

【実験連携】
大学ICT推進協議会

大学の情報環境の在り方検討会オープンサイエンス対応WG等

【管理基盤開発協力】情報基盤センター長会議
クラウドコンピューティング研究会

オープンアクセスリポジトリ推進協会

【メタデータ標準策定】
COAR, SHARE, OpenAIRE

【国際検索サービス連携】
OpenAIRE

【管理基盤共同開発】
Center for Open Science

試験運用 本格運用実証実験

シ
ス
テ
ム
統
合

H29：基本的な機能の開発
H30：実証実験・技術検証・機能拡充
H31：試験運用・フィードバックによる改善

H30-32：機関として実証実験・試験運用に参加

仕様策定連携 機能開発連携 実験準備連携

【管理基盤共同研究利用連携】
European Open Science Cloud

運用連携実験・試験運用連携

当該WGや協会にタスクフォースを設け、要件定義
や各種課題の検討、運用参加の振興等に従事するこ
とを想定



平 成 2 7 年 5 月 2 9 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 

  

 「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。 

 

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」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。 

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の整備を目指す必要がある。 

 

2.  進むべき方向性 

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 

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環境を構築する。 

(2) メタデータの標準化 

 標準化されたメタデータを利用することで，以下を推進する。 

① 学術情報の発見可能性の強化 

② 他機関（出版者，NDL，OCLC 等）との連携による，メタデータの標準化と相互

利用 

(3) 学術情報資源の確保 

従来の印刷体に加えて幅広く電子情報資源を確保するとともに，過去の資料の電

子化を推進し，活用を図る。 

 

3.  本委員会の当面の課題 

 上記の学術情報資源の変化に鑑み，進むべき方向性を見据えて，以下の 2点を当面

の課題とする。 

 (1) 電子情報資源のデータの管理・共有 

 (2) NACSIS-CAT/ILL の再構築（軽量化・合理化） 
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4.  大学図書館等と国立情報学研究所の連携による取組み 

 検討を加速化するために，大学図書館等と国立情報学研究所との連携の下，以下の

ように取組みを進める。 

(1) 本委員会のもとに検討作業部会を設置する。 

(2) ライセンスされた電子リソースの確保を強化する「大学図書館コンソーシアム

連合」，大学の研究成果の発信システムを強化する「機関リポジトリ推進委員会」

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)会等での主体的な取組み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。 

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

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

