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平成 24 年度 第 4 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：平成 25 年 1 月 28 日（月）15：00～17：00 

2. 場所：国立情報学研究所 20 階 実習室 1 

3. 出席者： 

 

 

（委員） 

佐藤 義則 東北学院大学 文学部 教授（委員長） 

栃谷 泰文 京都大学附属図書館 事務部長 

加藤 さつき 東京外国語大学 学術情報課 資料サービス係長 

久保田 壮活 東京大学附属図書館 総務課 主査 

和佐田 岳男 名古屋市立大学総合情報センター 学術担当主査 

関 秀行 慶應義塾大学メディアセンター本部 課長 

荘司 雅之 早稲田大学図書館 事務副部長兼総務課長 

菊池 亮一 明治大学 学術・社会連携部 図書館総務事務長 

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 

鈴木 秀樹 国立情報学研究所 学術基盤推進部 学術コンテンツ課長 

高橋 菜奈子 国立情報学研究所 学術基盤推進部 学術コンテンツ課 専門員 

 
（アドバイザー） 

呑海 沙織 筑波大学 図書館情報メディア系准教授 
小山 憲司 日本大学 文理学部 准教授 

 
（陪席） 

関川 雅彦 

中元 誠 
筑波大学附属図書館 副館長 
早稲田大学図書館 事務部長 

尾城 孝一 国立情報学研究所 学術基盤推進部 次長 

森 いづみ 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 

 

 

＜配布資料＞ 

   委員名簿 

１．   平成 24 年度 第 3 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（案） 

２．  「これからの学術情報システム構築検討委員会」課題整理【まとめ】 

３．  「総合的発見環境」 

４－１．ERDB（電子リソース管理データベース）プロトタイプ構築プロジェクトの概要

について 

 ４－２．ERDB 概念モデルと想定される役割（案） 

４－３．ERDB／3 階層構造のデータ登録例 

５－１．NACSIS-CAT のデータ公開について 

５－２．オープン書誌データの原則 
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4. 議事： 

 
議事に先立ち，アドバイザーとして筑波大学の呑海先生と日本大学の小山先生が出席さ

れる旨、委員長より紹介があった。 

 

（１）前回議事要旨（案）確認 

佐藤委員長より、資料 1 に基づき前回議事要旨（案）について確認があり、原案どおり

承認された。 

 

（２） 課題のとりまとめ 

資料 2 に基づき、各グループでの課題整理、実施年度の設定、WG 設置に関する検討

結果について確認を行った。 

 

① 全体について 

大向委員より、資料 2 事項 3-1「総合的発見環境」について、資料 3 に基づき CiNii にお

ける対応可能性の報告があり、意見交換を行った。 

  

【報告】  

・原則の確認になるが、「発見とアクセスの保証」を行うことが重要である。 

・個別に努力している機関もあるが、NII としては全体としてボトムラインをいかに引き

上げていくか、を考える必要がある。NII として提供できるものを整理し、足りないも

のを図書館間連携で埋めていくことが必要。 

・発見レイヤーについては、現状、すべてのデータが揃っているわけではない。例えば、

国内のオープンアクセス書誌情報は、データ整備したい対象である。 

・アクセスレイヤーについては、ERDB の契約情報と CiNii で実装している認証機能を

利用すれば、技術的にはアクセス権を持つ利用者にナビゲーションまで提供できる。

CiNii Books（紙雑誌）と ERDB（電子）の連携は、今年度中にデモを提供できる予定。 

・記事単位では、CiNii Article と海外記事、ERDB の連携でのアクセス支援を検討中。 

 API 等でデータを収集し、検索とアクセス可能かどうかの情報を提供できるだろう。 

・いずれにしても、媒体を意識せずにナビゲーションできる仕組みを作っておいて（実

際にデータを得られるかはトライ＆エラーをしながらになるだろうが）、少なくとも、

ボトムラインとして多くの利用者が使える情報インフラを構築することが可能だろう

と考えている。 

 

【質疑応答・意見交換】 

・発見レイヤーのデータは、認証を通らなくても誰でも見られる、と考えて良いのか？ 

→目録データであるので問題ないと思うが、提供元によって提供範囲の制限や認証が必

要になるかもしれない。例えば、契約機関とそれ以外の利用者では見えるデータに差

がある、ということもありえる。 

・各機関でリンクリゾルバやディスカバリーサービス等でカバーしているものを代替し、

各機関の努力の重複が避けられたり費用を抑えられるようになるのではないか。 

→100％代替できるものではないし、NII がすべての書誌を集めることはできない。また、
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機関毎に求めるレベルも異なっているが、土台として共通するものは活用したい。 

 

② デジタイズについて 

久保田委員より、「デジタイズ」について資料 2 に関連して「当面求められる作業」とし

て検討した内容の報告があり、意見交換を行った。 

 

【報告】 

１．Shared Print の実現可能性について 

・文科省の「学術情報基盤作業部会」における議論では、国立大学の施設整備で集密書

架の要求が増えていること、また、アクティブラーニングのスペース確保のために、

Shared Print を実現することで解決できるのでは？という文脈で言及されているので

はないか？ 

・「学術情報基盤作業部会」でも課題とされているとおり、先行事例ではデジタイズと

Shared Print はセットで進められているようである。我が国でも同様にセットで進め

ていく必要がある。ただし、デジタイズのための権利処理が課題であり、そのための

方策を検討する必要がある。また、Shared Print の設備整備と並行して進めていく必

要がある。 

・なお、資料タイプとしては、書籍よりも雑誌のほうが Shared Print の効果が高いだろ

うと考えられる。 

 

２．デジタル化の現状と把握、デジタル化を優先すべき資料の検討 

・今後必要な調査として、来年度設置予定の WG で検討いただきたい。 

・ただし、権利処理の課題が解決できないと優先順位を決めることが難しく、当面は著

作権に抵触しない資料から進めていくのが現実的だと思われる。具体的な対象資料の

調査は WG で調査を行う。なお、日本特有な資料をデジタル化・発信することで、海

外における日本研究に役立てることができると考えられる。 

・国立国会図書館との連携も必要である。また、国立国会図書館では著作権処理を行っ

ているので、これを DB 化し活用することで、大学図書館でのデジタル化を促進する

こともできるのではないか 

 

【質疑応答・意見交換】 

・非常にハードルの大きな課題であり、「学術情報基盤作業部会」の論点ペーパー（問題

意識の３番）を視野にいれて議論せざるを得ないとしても、本委員会でどのように扱

うかを整理する必要があるのではないか。 

・海外の事例としては、Hathi Trust 代表は、Shared Print とは全て一緒になっている

わけではなく独立した活動であると発言している。 

・Print を Share できればよいのであれば、必ずしもデジタル化は必須ではないと考える

こともできる。 

・現実の心配として、各機関で個々に雑誌の廃棄が進めば、国内でのアクセスができな

くなることも起こりうる。その対応策としてのデジタイズはあり得るのではないか？ 

・実務的な課題として考えれば、例えば、目録データに著作権情報を入れておくことが

重要である。こういった環境整備も課題の一つだろう。 
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・いずれにしろ、委員会としては、デジタイズの課題と問題点を洗い出しておく必要は

ある。また、現状デジタル化がどうなっているかは調べておく必要がある。 

 

政策的な面では「学術情報基盤作業部会」の動きを見ていく必要があるが、本委員会の

作業としては、デジタル化の現状と今後の見通しについての調査を行うこととなった。 

 

・資料 2 事項 1 の WG 設置について、メンバーの具体案があればお願いしたい。 

→資料の記載以上の具体案は詰められなかったが、所属機関で関連する業務に携わって

いる方が望ましいと考えている。 

 

③ 目録システムについて 

加藤委員より、「目録システム」について資料 2 に基づき報告があり、意見交換を行った。 

 

【報告】 

・事項 3「「これからの日本の学術情報基盤」にかかる中長期の課題」の補足として、海

外への日本語資料情報の提供を今後の展開に含めるか否かの議論も入るものと捉えて

いる。 

・実施時期に関し、事項 1 については、1-5 の以外は大きな課題で参加機関も含め影響範

囲も広いため、現実的な検討期間として 3～4 年を想定した。 

・WG 設定については、事項 1-2、1-3 は、本委員会委員の参加を前提に記載している。

外部委員については、過去の関連委員会や報告書に携わったメンバーが、前提条件を

共有しているという点で望ましい、と考えている。 

・事項 1-2 の理念の再考については、結論が難しいかもしれないとの意見もあった。 

・事項 1-4 は、基本的には NII 側で進められるものと想定されるので、まずは NII で検

討することとし、その後広く議論が必要であれば WG を設置する方向とする。 

 

【質疑応答・意見交換】 

・課題が相互に絡むものがある。また、システム面の今後の開発や運用を固めないと、

いきなり WG にふっても結論は難しいと思われる。ある程度はこの委員会で議論して

ないといけないだろう。 

・事項 1-4 のシステム再編のスリム化は、すでに NII で進められているのですね？ 

→ハード面では、2013 年 4 月のシステム移行に合わせて進めている。次にステップ 2 と

してソフトの変更が必要。その後、ステップ 3 として実務に影響のある仕組みの変更

ができるようになる道筋。なお、ステップ 2 の時点ではサービス側から目立った変化

はなく、その先のステップ 3 が NII を越える話なので、議論が必要になる。 

・仕組みをどうするが事項 1-2 の理念の再考に係る部分であるが、従来はデータ作成側の

視点で議論されており、WG では例えばインセンティブモデルの検討が想像されるが、

過去の WG 等での議論の内容から先にすすむことは難しいのではないか。逆に利用の

面からカタログや検索に必要なものは何か、という視点で見る必要もあるのではない

か。 

→今まで利用面からの分析を行っていない。CiNii Books の log を分析することは可能。

分析したデータをもとにして議論することも考えてよいのではないか。 
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→内部（業務者）ではなく、外部（ユーザ）の視点は必要だと思う。 

・Linked Data や RDA、FRBR 対応は、どのように動くか見えていないところがある。 

国立国会図書館は対応を表明しているが、いつの時点でどうなるかはっきりしていな

いので、状況をみながらスケジュール調整しつつ進めていかざるを得ない部分がある。 

・理念的には NACSIS-CAT は資源共有という考え方であるが、今や図書館だけでは成り

立たない。また、OCLC や Europeana などとのグローバルな共有関係の議論も必要。

そういう部分の議論を本委員会で行い、必要に応じ WG を作ればよいのではないか。 

・現在のシステムは大きなデータでも扱いに困難のない状況になっているので、細かい

入力規則を決めなくても、インデックスを整えればソフト的に解決できる可能性が高

い。データの扱い方を決めれば、議論に時間をかけなくてもすむのではないか。 

・古典籍については、事項 3（海外からの利用）とも関連して、目録需要はかなりあるよ

うに思われる。どのように扱っていくか整理が必要である。 

 

④ ERDB について 

高橋委員より、「ERDB」について資料 2 および 4 に基づき報告があった。 

 

【報告】 

・資料 2 については、ERBR の各事項に対し実施年度を埋める作業を行った。 

・事項 2-2 のロードマップは今年度中に暫定版を作成し、以後随時改訂する予定。 

（資料 4-1 の項番 6 を参照） 

・検討組織については、ERDB プロトタイプ構築プロジェクトがあり、直接的には本委

員会との上下関係はないが、随時、NII から委員会に報告等を行う前提で、対応組織は

NII と記載している。 

・ただし、方向性の検討や承認について、事項 2-3、事項 3-2-3 のように NII 単独では対

応できない課題については、本委員会や連携・協力推進会議と協力関係を持ちつつ、

進めていきたい。 

・前回委員会での、「プロジェクトの狙い、NII・大学・JUSTICE と ERDB の関係性、 

を整理した図がほしい」との宿題に対し、プロジェクトで議論し、資料 4 を作成した 

→資料 4-1 に基づき説明があり、目的、共有すべきデータ、実現する機能、推進体制等

について確認した。 

なお、資料 4-1 の項番 4①については、資料 4-3 を参照しつつ ERDB の 3 階層のデー

タ構造について説明があった。また、NII・大学・JUSTICE の役割については、資

料 4-2 に基づき説明があった。 

 

⑤ WG の設定について 

佐藤委員長より、「デジタイズ」および「目録システム」に関する WG 設置については、

平成 25 年度に入ってから委員長と事務局とで検討し、各委員に諮りつつ具体化していき

たいとの提案があり了承された。 

 

以上の審議内容について、2 月 1 日開催の連携・協力推進会議に、本委員会の進捗状況と

して報告する旨、佐藤委員長より説明があった。 
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（３）メタデータ提供方針の策定について 

佐藤委員長より、全体グループの事項 3-3 に関連して、「メタデータ提供方針の策定」に

ついて資料 5 に基づき提案があり、以下のとおり了承された。 

 

・NACSIS-CAT のデータ公開について、資料 5-1 に基づき、権利主体を NII とすること、

また、ライセンスについては独自の条項を盛り込まずに既存のライセンス（CC-BY ま

たは ODC-BY）を使用することを提案したい。 

・本委員会での審議結果を、2 月 1 日開催の連携・協力推進会議に諮りたい。 

→連携・協力推進会議には、方向性だけでなく具体的な公開方法（ライセンス種別）ま

で説明するのか？ 

→データ公開を検討するという方向性について了承を求め、公開方法についてはさらに

詳細に検討して報告する、という形で諮ることにする。 

・現状、NACSIS-CAT には、データ公開に関する取り決めはないのか？ 

→参加館が自館の図書館サービスに利用すること以外の記載はない。今回は、Webcat の

時のように単に検索させるだけでなく、データそのものの公開であるので、慎重な手

続きが必要だろう。 

・データ公開について反対する意見はあるか？ 

→特になし。 

・連携・協力推進会議に提出する資料の内容については、委員長に一任する。 

 

（４）今後のスケジュール 

本委員会の委員任期は、2012 年 8 月より 2013 年 7 月までとなっている。 

アドバイザーの呑海先生、小山先生には、4 月から正式に参加いただく予定である。 

なお、次回は 6 月開催を予定。 

 

 

以上 


