
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次第 
 
日 時：平成 25 年 1 月 28 日(月) ：15:00－17:00 
場 所：学術総合センター 20 階実習室 1 
出席者：配付資料参照 
 
議事 

 
配付資料 

  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層構造のデータ登録例 

 ５－１．NACSIS-CAT のデータ公開について（案） 
 ５－２．オープン書誌データの原則 

 
  

１．前回議事要旨（案）確認 
２．課題の取りまとめ 
  ・全体 
  ・デジタイズ 
  ・目録システム 
  ・ERDB 
３．その他 
 

（資料 1） 
（資料 2～5） 
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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 サービス係長 記録 

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 

 



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） 
 
1. 日時：平成 24 年 11 月 6 日（火）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 
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 
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 

 
（陪席） 

関川 雅彦 筑波大学附属図書館 副館長 
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 

 
（欠席） 

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 

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 

 
＜配布資料＞ 
   委員名簿 
１．  平成 24 年度 第 2 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．  書誌フレームワークと RDA 
３－１．「これからの学術情報システム構築検討委員会」課題整理【修正版】 
３－２．これからの学術情報システム構築検討委員会・「全体」グループ・課題整理 

 ３－３．これからの学術情報システム構築検討委員会・ERDB グループ・課題整理 
３－４．これからの学術情報システム構築検討委員会･目録システムグループ･課題整理 
３－５．これからの学術情報システム構築検討委員会･デジタイズグループ･課題整理 
４．  今後のスケジュール（案） 

 
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本

委員会に参加することについて，委員長から提案があり，承認された。 
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（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）メタデータの最近の動向について 

佐藤委員長より，資料 2 に基づき，メタデータに関する最近の動向について紹介があ

った。Library Congress(LC)の新たな書誌フレームワークが問題提起されて，MARC21
からLinked Open Dataへの移行やRDAに対応した枠組みの検討が始まっている。LOD
になると，レコード単位からデータ単位に取扱いがかわる可能性がある。著者名典拠の

運用も変更できる可能性がある。各国は LC のロードマップを待っている状態と考えら

れる。また，国立国会図書館(NDL)でも，10 月 12 日の書誌調整連絡会議で新たな書誌

フレームワークを採用する方向が示された。 
   
（３）グループ別課題整理 

佐藤委員長より、前回挙げられた課題については，資料 3-1 の通り課題一覧として

整理した旨，説明があった。これに基づき，グループ別に行った課題整理について

報告・意見交換を行った。 
 

① 「全体」について 
佐藤委員長より，資料 3-2 に基づき説明があり，次の意見交換を行った。 

 
・書誌レコードのライセンス提案はあるが，著者名典拠はどうなるか。 
→追加する。 
・連携・協力推進会議との関係は？ 
→案を提案して検討してもらう。 
・データのオープン化といった大きな方向性と目録の問題とをどのように整合する

か。 
→10月24日にOCLCのChip Nilges氏がNIIを来訪し懇談した折に，NIIとOCLC
との新しい連携協力を模索することが話題となった。他にアジアとの関係等も整理

して盛り込んでおきたい。 
→NII，OCLC，NDL などの関係を整理して，提案するのがこの委員会である。 
→OCLC へのデータ提供について，10 月 16 日の NDL と大学図書館との連絡会で

も話題になった。 
→システム面，研究面でも NII 側にも強みがあるので，OCLC との協力関係を築け

る可能性はある。 
OCLC はオープンなのか？ 
→全面的にオープンではない。OCLC と LC も協力関係がある。 
 

・ 
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② 「ERDB」について 
高橋委員から，資料 3-3 に基づき説明があり，次の意見交換を行った。 
・ERDB が何をするものか目的が明確でないので，文書による要求定義書が必要で

ある。 
・ERDB は受入システムなのか？→受入システムではない。ERMS ではない。ERDB
はある大学が何を契約しているかということがわかる表を作りたいということに尽

きる。 
・JUSTICE と協力するというが主体は誰か？NII のシステムなのか，JUSTICE の

システムなのか，運営者が誰かわかりにくい。システムが NII で JUSTICE はデー

タ提供なのか。 
・JUSTICE の立場から言うと，これは NII のシステムである。運営主体となるこ

とは今の JUSTICE の体制ではできない。もっともデータの提供をするように出版

者に働きかけたり，図書館に旗を振ったりの協力はできる。NII と JUSTICE と図

書館とベンダーがどういう関係にあるのかわかりやすい絵がほしい。 
・ERDB という名前が，それぞれに幻想を抱いているので，ミッションを示しても

らいたい。名前についても要検討である。 
・ERDB で難しいのは，タイトルベースでなくて，契約に範囲があることなのでは

ないか。 
→何を契約しているかの「何」の部分は，カバレッジのデータはもつことを想定し

ている。 
・NII の委員で ERDB の事業計画の明確なドキュメントを準備してほしい。 
→全体のシナリオをまとめようということをプロジェクトチームですすめている。 
次回の委員会までに事業計画に相当するドキュメントを準備する。 
 

③ 「目録システム」について  
加藤委員から，資料 3-4 に基づき説明があり，次の意見交換を行った。 

・WG 設置とはどういう意味か？この委員会の下に WG を設置するということか？ 
→現状で検討できる組織がないので新しい WG を設置することを提案したい。 
→委員の中でやると言うことを想定して欲しい，中期・長期をどれくらいのスパンで考

えるかを検討してもらえば，全体のロードマップに取り込める。 
・PDA について，所蔵しているものの目録だけではなく，長期的な検討項目として。 
→広い意味での発見環境を提供することは目録にも影響を与える。どこかで検討するべ

きである。「全体」で検討する。 
・CATP のプロトコルの問題なのか，書誌単位やフォーマットの問題なのか，RDA や

書誌フレームワークのところで変えざるを得ないが，旧来のものをサポートしつつ，

新しいものに変える必要がある。 
 

④ 「デジタイズ」について 
久保田委員から，資料 3-5 に基づき説明があり，次の意見交換を行った。 
・関係機関との協力がないと難しい。この委員会での検討が有効なのか？ 

→デジタイズは NII の事業ではなく、各大学の仕事だが、デジタイズはこういう方
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策を考えるとよいというようなエンカレッジする方法を考えてはいかがか。 
・シェアードプリントとは？ 

→共同保存のことを言っている。書庫の狭隘の問題。 
 →日本で成功した例はないのではないか。 
 →米では電子で読めるものを１冊だけ保存する例はあるのではないか。 
 
以上の意見等をもとに引き続き課題を整理し、これに沿って、今後の検討を進めていく

こととする。 
 
（４）今後の進め方について 
資料 4 に基づき，今後のスケジュール（案）を確認し，次回（１月後半を予定）に 
最終的な報告書案を出せるところまで検討を進めることになった。12 月中に各グルー

プから改定案を出す。特に，長期・中期・短期という表現ではなく、具体的に平成何年

なのかを示すことでより明確なロードマップとなるよう検討することとなった。 
 

以上 
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1／2

「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】 最終更新日： 2013年1月24日

※各委員の記載をグルーピングして「種別」「事項」として整理し、「方向性の検討/承認の場（案）」「想定される実働組織（案）」を追加
※「方向性の検討/承認の場（案）」での「本委員会（承認）」は、実働組織に調査・検討、材料集め等を依頼し、委員会では方針や事業の決定や承認を行う、という考え方で記載
※最終の修正、コメント等は青字で記載

種別 事項 方向性の検討/承認の場（案）
想定される

実働組織（案）
WG構成（案） 検討実施時期(案) 作業 担当者

1 本委員会の任務と作業範囲の明確化（事業計画の作成がゴールなのか？） 本委員会(確認） 済み

2 ロードマップの作成 本委員会 H24 第4回に提出 佐藤

3-1 【総合的発見環境】「総合的発見環境」の定義（対象範囲の明確化） 本委員会 H25

3-2 【電子的コレクション】大学図書館およびNII等の電子的コンテンツの整備と利用 本委員会 H25-28

3-3 【メタデータ】知的所有権の整理、提供方針の策定、LOD対応（書誌・所蔵データ、典拠データ） 本委員会 NII H24-25

3-4 【協力体制】大学図書館とNIIの協力体制の確立 本委員会、連携協力推進会議 H24-25

3-5 【協力体制】NDL等、国内外機関との協同関係の構築 本委員会 NII H24-27

1-1 ERDBの目的、用途の明確化
NII NII H24 最終報告会ドキュ

メントを回覧
NII

1-2 ERDBのニーズ調査　　※ERDBプロジェクト参加機関へのヒアリング調査はNII実施済み 済み

2-1 最も効果的な実現方法の検討 NII NII H25

2-2 ロードマップの作成

NII NII H24、暫定版作成。
随時改訂しつつ進
める。

2-3 持続可能性の確保／大学（およびJUSTICE）と協力した運営体制の確立
本委員会，連携協力推進会議 H25-26

3-1-1 ERDBの仕様の汎用性の確保　※KBARTを意識して設計（GOKb, KB+との連携を確保）、ONIX/PLを視野 本委員会 済み

3-2-1 電子と紙のメタデータの扱いの確立　※書誌単位、書誌粒度、関係付け、その他 NII NII H25-26

3-2-2 KBの調査（どういうデータがどこから提供されるか、入手できるのか。そのカバレージ。） NII NII H24-25

3-2-3 大学からのデータ提供の成否
本委員会，連携協力推進会議 NII H24-26

3-3 電子情報資源の統計情報 NII NII H24-26

1-1
NACSIS-CAT/ILLの意思決定　ー委員会の不在（課題の検討、決定プロセスの確立）
※目録システムの最も重要な案件

本委員会、連携協力推進会議 NII H25-H27

1-2 NACSIS-CAT/ILLの理念の再考
本委員会 WG設置 5〜7名（本委員会委

員、外部委員、NIIから）
H25-H27

1-3 メタデータ・フォーマットの検討／RDAへの対応
本委員会 WG設置、NII 5〜7名（本委員会委

員、外部委員、NIIから）
H24-H27

1-4 NACSIS-CAT/ILLのシステムの再編

本委員会 WG設置 本委員会で検討後、必
要に応じてWGを編成（5
名以下）

H24-H27

1-5 目録にかかわる研修の再編　※方向性についてのみ検討 本委員会 H24-H25

1-6 遡及入力事業の再編（遡及入力事業の継続有無）　※遡及入力事業の中止決定に伴い取り下げ 済み

2
貴重図書、特別コレクション等の電子版への対応
※日本古典籍総合目録データベースや全国漢籍データべースとの協力

本委員会
H26-27

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　※相互運用性の確保（システム基盤、CAT-Pプロトコ
ル、書誌階層等）

本委員会
H25-27

1 既存資料の電子化の意義と効果の検証　※Shared Printの実現可能性含む 本委員会 WG設置 国立2〜3、私立2、公立 H25

2 和書、和雑誌の電子化 本委員会 H26

3 デジタル情報に対する永続的アクセス、長期保存　※CLOCKSS、JAIRO Cloudの可能性、NDLとの協力も必要 本委員会 H26

目録システム

全体

3-1-2

ERDB

デジタイズ

本委員会
先回の議論でほぼ
済み？

収録範囲の検討（および優先度づけ）
・有償資源（有償のEJ, Ebook）　　※まずは、契約系を対象とする
・OpenAccess Journal　　　　　　　※範囲に入れてよい（やれるならやってみる、程度から）
・貴重書等の電子版等一定品質が有るもの（要検討）

H24
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「総合的発見環境」

国立情報学研究所

大向一輝

資料No.3
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ミッション

• 「これからの学術情報システム」を見据えて

• 発見とアクセスの保証

• ユーザ・館種・メディアを問わない発見環境

• 図書館間連携による情報アクセス

• セーフティネットとしての役割

• 図書館コミュニティの資産の積極的活用

• ミッシングリンクを埋める
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発見とアクセスのためのデータ

ユーザ

認証

所蔵

海外
記事

雑誌タイトル

図書
書誌

契約

アクセスレイヤー

発見レイヤー

国内
記事

海外
記事

EJタイトル

EBook
書誌

国内
記事 海

外
OA

国
内
OA
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発見とアクセスのためのデータ

CiNii認証・学認

NACSIS所蔵

CiNii
書誌

NACSIS雑誌

NACSIS
図書

ERDB契約

アクセスレイヤー

発見レイヤー

ユーザ

海外
記事 EBook

書誌

CiNii
書誌

ERDBタイトル

海外
記事 海

外
OA

国
内
KB
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CiNiiロードマップ（案）

• Books – ERDB連携

• 紙から電子へのナビゲーション

• Articles – 海外記事 – ERDB連携

• ウェブAPIを用いたアクセス支援

• Articles – Books連携

• 雑誌＋記事と書籍への再編
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平 成 2 5 年 1 月 2 4 日 
国 立 情 報 学 研 究 所 
ERDB プロトタイプ構築プロジェクト 

 
 

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 

 
１．概要 
ERDB プロトタイプ構築プロジェクトとは，大学図書館の連携のもとに，電子リソース（電

子ジャーナル，電子ブック等）に関するデータ共有のための基盤構築を行うプロジェクト

である。 
 
２．目的 
大学図書館の連携により，電子リソースに関するデータ共有のための基盤を構築すること

で，紙媒体を中心とした従来の総合目録データベースと併せて，電子媒体および紙媒体の

学術情報への迅速かつ的確なナビゲートを実現し，利用者の学術情報のアクセシビリティ

を向上させることを目的とする。 
 
３．大学図書館間で共有すべきデータ 
ERDB の基本となる大学図書館間で共有すべきデータは次の通りである。 
① 国内外のナレッジベースの共有 

・国内提供元からサービスされている電子リソースのデータを収集し共有することで，

日本版のナレッジベースを構築する。 
・海外提供元からサービスされている電子リソースのデータ共有については，既存の商

用ナレッジベースの活用も含めて検討する。当面はJUSTICEにおいて契約交渉を行い，

合意に達した電子ジャーナルを対象としたナレッジベースの導入を行う。 
② 各大学の情報の共有 

・各大学における電子ジャーナルのタイトル単位・巻号単位での契約情報，および，ラ

イセンス（利用条件）に関する情報を収集し，共有する。 
 

４．実現する機能 
ERDB はデータベースであり，ERMS（管理システム）等の基盤に位置づけられるため，

必ずしも多機能である必要はない。当面は最低限の機能として，現在国内に流通している

電子リソースの情報，及びその利用可否の情報等を得られるような環境を整える。具体的

には，下記の機能を実現する。 
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① データベース 
書誌とナレッジベースと契約という 3 つのレイヤーからなるデータベースを構築する。 
ナレッジベースレイヤーではパッケージ情報およびタイトル単位の収録範囲が扱える

ものとする。契約レイヤーには，契約情報とライセンス（利用条件）情報が含まれる。 
② 業務用 API 

ERDBはデータの参照・更新をAPIで行うことを基本とする。したがって，既存のERMS
や図書館システムとの間でデータを交換する。 

③ 図書館用ウェブインターフェース 
既存の ERMS や図書館システムを持たない大学のために，データをやりとりするため

の簡易なウェブインターフェースを提供する。 
④ 検索用ウェブ API 

利用者向の検索サービスに供するための API は業務用 API とは別に設ける。これによ

り，CiNii や各大学が提供する検索（ディスカバリ）サービスなどから API を利用して

検索サービスを提供する。 
⑤ 電子リソース統計情報自動取得機能 

電子リソースの利用実態を効率的に把握し評価を行うために，各提供元が保持する電子

リソースの COUNTER 統計情報を自動取得し，各大学が契約する範囲の情報を閲覧し

利用できる機能を提供する。 
 
５．推進体制 
国立情報学研究所と大学図書館の連携･協力の枠組みの下に推進する。 
① ERDB プロトタイプ構築プロジェクトの推進体制 

国立情報学研究所，大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE），大学図書館 12 機関（平

成 24 年 12 月現在）によってプロトタイプ構築を推進する。 
②当面，想定される役割分担 

別紙【ERDB 概念モデルと想定される役割（案）】の通り。 
 
６．現在の取り組み状況と今後の予定 
運用開始までの全体の作業計画案を平成 24 年度内にまとめる予定である。現時点での取り

組み状況と今後の予定は下記のとおりである。 
①平成 24 年度 

プロトタイプを構築，検証し，その結果に基づき 5 つのタスクを設定し，プロジェクト

チームを設け調査・検討を行った。 
現在，検討結果に基づき，開発に取り組んでいる。国内の電子リソースのデータ共有を

年度内に進める。それ以外の実現すべき機能の整備について，具体的なスケジュールを

策定する。 
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②平成 25 年度 
年度前半はデータベースの構築と API の開発を行い，検証作業を進める。 
管理者機能や電子リソース統計情報自動取得機能については，以後，段階的に整備を進

める。 
③平成 26 年度 

年度前半に運用体制を確立し，年度後半からの運用開始を目標とする。運用開始後も段

階的に必要な機能・データの拡充，体制の強化をはかる。 
 
７．期待される効果 
①利用者 
  必要とする電子リソースに適切なナビゲートがされ，アクセシビリティを高める効果

がある。特に，従来は実際にアクセスを試みないと可用性を判断できなかったリンク

切れや契約範囲外の問題について有効な解決手段となる。 
② 大学図書館 
  国内外の電子リソースの情報管理機能を強化できる。特に，従来手薄であった国内電

子リソースの情報を集約し提供することは多くの図書館の利便性の向上につながる。

また，電子リソースの管理統制が困難であった図書館にとっては重要なツールとなり

得る。例えばデータを参照して ILL サービスに活用することも可能である。契約して

いる電子リソースの利用実態を把握し，費用対効果等の評価を行うことも可能となる。 
③ 海外の学術機関等 
  構築された日本版のナレッジベースを国外にも広く提供することで，国際的な学術情

報流通の効率化に寄与する。 
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書誌

契約
情報

利用
条件

ERDB

提供タイトル・
パッケージ

(収録範囲,URL)

Discovery

書誌

契約

KB

図書館システム

ERMS

Excel等

データ流通

・システム基盤を構築する
・各種データを投入する。
・メンテナンス等の運用を行う。

外部機関（JST,NDL等）
出版社・ベンダー等

大学図書館（JUSTICE参加館）

NII

・データを利用し，管理業務を行う
・自館の契約情報を提供する
・統計機能を活用する

・交渉結果データ（タイトルリス
ト・提案要約）を提供する
・メンテナンス等の運用を行う

JUSTICE事務局

・各大学の契約データを利
用する

・統計情報と組み合わせて
分析する

JUSTICE事務局

大学図書館
・OPACやDiscovery等の検
索サービスに利用する

図書館OPAC

NII 検索に活用する

外部機関

ERDB概念モデルと想定される役割（案）
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ERDB／３層構造のデータ登録例

【
第
３
階
層

】
契
約
情
報

（
契
約
・
利
用
条
件

）

【
第
１
階
層

】
書
誌
情
報

【
第
２
階
層

】
K
B
情
報

（
K
B
A
R
T

）

（パッケージ情報） 契約の有無：有 ライセンス有無：有

パッケージID ：1 パッケージ名：EBSCOhost EJS プラットフォーム： EBSCO

内蔵書誌数： 24457 有効年： 2012
パッケージ内容： EBSCOhost Electronic Journals Service (Full Text Database)
提案書URL：http://www.nii.ac.jp/content/justice/documents/ebsco-ejs.pdf

（パッケージ情報） 契約の有無：有 ライセンス有無：有

パッケージID ：2 パッケージ名：Oxford Journals プラットフォーム：OUP

内蔵書誌数： 有効年： 2012
パッケージ内容： 1996年～最新号までをカバーするカレントのジャーナル・コレクション

提案書URL：http://www.nii.ac.jp/content/justice/documents/oup.pdf

（KB提供タイトル）
KB-ID ： KB00000001
タイトル：20th century British history
パッケージ名： EBSCOhost EJS
パッケージID： 1
Coverage年次_開始： 2001/1/1
Coverage年次_終了： 2012/3/31
有効年： 2012
本文リンクURL：
http://ejournals.ebsco.com/direct.asp?Jo

書誌ID： EJ00000001 書誌区分： Journal

タイトル：20th century British history
分類：Great Britain 著者： 主題：

解説： The variety of British history in the twentieth century in all its …
刊行頻度：季刊 (年4回刊)
ISSN： 0955-2359 eISSN： 1477-4674 ISBN： eISBN： LCCN：
NCID： AA10786043 NDLID： J-Stage資料コード：

（KB提供タイトル）
KB-ID ： KB00000003
タイトル：20th century British history
パッケージ名： Oxford Journals
パッケージID： 2
Coverage年次_開始： 2002/3/1
Coverage年次_終了： 1 year ago
有効年： 2012
本文リンクURL：
http://tcbh.oxfordjournals.org/archive

（KB提供タイトル）
KB-ID ： KB00000002
タイトル： Abdominal imaging
パッケージ名： EBSCOhost EJS
パッケージID： 1
Coverage年次_開始： 1976/12/01
Coverage年次_終了： 2012/04/30
有効年： 2012
本文リンクURL：
http://ejournals.ebsco.com/direct.asp?J

（機関情報）
機関ID：K0001 機関名：九州大学

（KB提供タイトル）
KB-ID ： KB00000004
タイトル： Computer bulletin
パッケージ名： Oxford Journals
パッケージID： 2
Coverage年次_開始： 1996/01/01
Coverage年次_終了： 2005/01/31
有効年： 2012
本文リンクURL：
http://itnow.oxfordjournals.org/archive

書誌ID： EJ00000002 書誌区分： Journal

タイトル：Abdominal imaging
分類：Gastroenterology 著者：Dushyant V. Sahani, ... 主題 (LCSH): Abdomen --
Imaging
解説：
刊行頻度：

ISSN： 0942-8925 eISSN： 1432-0509 ISBN： eISBN： LCCN：

NCID：BB05190447 NDLID： J-Stage資料コード：

（機関情報）
機関ID：K0002 機関名：横浜国立大学

書誌

Computer 
bulletin

・

・

・

機関情報

（契約情報）

契約年：2012
会計年度：2012
契約状況：カレント

契約タイトル数：12000
契約単位：パッケージ（単年度）

契約組織：サイトライセンス

契約期間（自）：2012年4月
契約期間（至）：2013年3月
支払価格：¥10,000,000
支払方法：海外送金

支払日：2012.4.30
通貨：Yen
外貨：US＄
納入者コード：G00001（紀伊國屋書店）

支払ID：S201200001
契約ライセンス：JUSTICE交渉

見積ＩＤ：M201200001
発注ＩＤ：H201200001

（契約情報／原則非公開）

契約年：2012 会計年度：2012
契約状況：カレント

契約タイトル数：12000
契約単位：パッケージ（単年度）

契約組織：サイトライセンス

契約期間（自）：2012年4月
契約期間（至）：2013年3月
支払価格：¥10,000,000
支払方法：海外送金

支払日：2012.4.30
通貨：Yen 外貨：US＄
納入者コード：G00001（紀伊國屋書店）

支払ID：S201200001
契約ライセンス：JUSTICE交渉

見積ＩＤ：M201200001
発注ＩＤ：H201200001
稟議ＩＤ：R201200001
メモ：入札による

（利用条件／ONIX-PL）
可否 |契約内容|利用規約

－|機関が認めたユーザー|常勤教員と正規学生

－|同時アクセス数|10
×|デジタルコピー可否

○|印刷可否|図書館員による印刷のみ可

×|通信教育e-learning利用可否

○|ILL印刷可否|図書館員による印刷のみ可

×|ILL電子送信（セキュア）

×|ILL電子送信（email）
×|ILLレコードの保管

○| コースリザーブ可否

○|電子的リンクの可否

○|コースパック・印刷可否

×|コースパック・電子可否

○|リモートアクセス可否|文、経、法、商学部のみ

可

○|永続アクセス権の有無

×|永続所蔵の可否

（利用条件／ONIX-PL）
可否 |契約内容|利用規約

－|機関が認めたユーザー|常勤教員と正規学生

－|同時アクセス数|10
×|デジタルコピー可否

○|印刷可否|図書館員による印刷のみ可

×|通信教育e-learning利用可否

○|ILL印刷可否|図書館員による印刷のみ可

×|ILL電子送信（セキュア）

×|ILL電子送信（email）
×|ILLレコードの保管

○| コースリザーブ可否

○|電子的リンクの可否

○|コースパック・印刷可否

×|コースパック・電子可否

○|リモートアクセス可否|文、経、法、商学部のみ可

○|永続アクセス権の有無

×|永続所蔵の可否

（契約情報）

契約年：2012
会計年度：2012
契約状況：カレント

契約タイトル数：10000
契約単位：パッケージ（単年度）

契約組織：サイトライセンス

契約期間（自）：2012年4月
契約期間（至）：2013年3月
支払価格：¥9,500,000
支払方法：海外送金

支払日：2012.4.27
通貨：Yen
外貨：US＄
納入者コード：G00002（丸善）

支払ID：S201200002
契約ライセンス：JUSTICE交渉

見積ＩＤ：M201200002
発注ＩＤ：H201200002

（契約情報／原則非公開）

契約年：2012 会計年度：2012
契約状況：カレント

契約タイトル数：10000
契約単位：パッケージ（単年度）

契約組織：サイトライセンス

契約期間（自）：2012年4月
契約期間（至）：2013年3月
支払価格：¥9,500,000
支払方法：海外送金

支払日：2012.4.27
通貨：Yen 外貨：US＄
納入者コード：G00002（丸善）

支払ID：S201200002
契約ライセンス：JUSTICE交渉

見積ＩＤ：M201200002
発注ＩＤ：H201200002
稟議ＩＤ：R201200002
メモ：入札による

（利用条件／ONIX-PL）
可否 |契約内容|利用規約

－|機関が認めたユーザー|常勤教員と正規学生

－|同時アクセス数|10
×|デジタルコピー可否

○|印刷可否|図書館員による印刷のみ可

×|通信教育e-learning利用可否

○|ILL印刷可否|図書館員による印刷のみ可

×|ILL電子送信（セキュア）

×|ILL電子送信（email）
×|ILLレコードの保管

○| コースリザーブ可否

○|電子的リンクの可否

○|コースパック・印刷可否

×|コースパック・電子可否

○|リモートアクセス可否|文、経、法、商学部のみ可

○|永続アクセス権の有無

×|永続所蔵の可否

（利用条件／ONIX-PL）
可否 |契約内容|利用規約

－|機関が認めたユーザー|常勤教員と正規学生

－|同時アクセス数|10
×|デジタルコピー可否

○|印刷可否|図書館員による印刷のみ可

×|通信教育e-learning利用可否

○|ILL印刷可否|図書館員による印刷のみ可

×|ILL電子送信（セキュア）

×|ILL電子送信（email）
×|ILLレコードの保管

○| コースリザーブ可否

○|電子的リンクの可否

○|コースパック・印刷可否

×|コースパック・電子可否

○|リモートアクセス可否|文、経、法、商学部のみ可

○|永続アクセス権の有無

×|永続所蔵の可否

契約

情報

契約

情報
利用

条件

利用

条件

テンプレート情報：

出版社からの提案内容

カスタム情報：

機関毎にカスタマイズした情報

（パッケージ情報）
契約の有無：無 ライセンス有無：無

・

・

・

（KB提供タイトル）

KB-ID ： KB00000005
・

・

・
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20130124 
NACSIS-CAT のデータ公開について（案） 

 
１．背景 
 WWW の創始者であるティム・バーナーズ・リー氏によって，データのオープン化とデ

ータ間のリンクによって生まれる大きな価値を社会全体で共有しようという Linked 
Open Data という考え方が提唱され，2011 年 10 月には図書館の保有するデータに関して

W3C (World Wide Web Consortium) Library Linked Data Incubator Group の最終報告が

公表された。 
 こうした動きに前後して，大英図書館（BL），ドイツ国立図書館（DNB），デンマーク書

誌センター（DBC），Europeana，ケンブリッジ大学図書館，ハーバード大学図書館等の数

多くの図書館および関連機関が相次いで書誌データや典拠データを Linked Data 形式によ

って公開を開始した。OCLC も WorldCat のデータの一部や VIAF のデータセットを，

ODC-BY（Open Data Commons. Attribute License）で公開している。国内においては，

国立国会図書館が名称典拠ファイルを Linked Open Data として公開している。 
 一方で，公的資金を受けた研究成果，研究データをオープン化しようというオープンア

クセス，オープンデータの動向が活発化している。この背景には，公的資金を受けた研究

によって生み出された「上流のデータを共有させつつ，バイドール法のような独占方針は，

応用研究の結果生み出された下流の具体的な成果である特許などだけに適用する」1という

考え方が，世界の共通基準になりつつあることがあげられよう。わが国においても，『知的

財産推進計画 2012』2の中で，「プロパテントからプロイノベーション」への知財戦略の移

行が述べられるとともに（p. 2），「公的資金による研究成果(論文及び科学データ)について，

原則としてオープンアクセスを確保する」ことが短期目標として掲げられ，文部科学省，

経済産業省，厚生労働省，農林水産省による継続的な取り組みが予定されているところで

ある。 
 このような内外の動向の中で，NACSIS-CAT データの公開と共有に向けた検討を開始し

たい。公開にあたっては，権利主体の確定とライセンスの決定という二つの課題がある。

NACSIS-CAT システムの運営主体者は国立情報学研究所であるが，データを作成している

参加館の意思を完全に代表し得る組織体は存在していない。まずは，権利主体を確定した

うえで，どのようなライセンスを付与して公開すべきかを検討し，さまざまなシステムで

利用可能なオープンデータとしての公開を目指す。 
 
２．方向性 
①権利主体 

基本的には，書誌データの要素は事実であり，ほとんどの法制度の下で書誌データその

ものに著作権が認められるわけではない。問題となるのは，書誌データの集合体としての

データベースの権利である。NACSIS-CAT データベースの権利主体としては，参加館の合

意のもと，データベースの運営者である国立情報学研究所とする方向で検討したい。参

加館の大部分を占める大学図書館が加盟する連携・協力推進会議で検討するとともに，

それ以外の参加館にも配慮して意思決定を行う。 
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②ライセンス 
 NACSIS-CAT のデータを公開する際のライセンスについては，原則として，クリエイテ

ィブ・コモンズ（CC），オープンデータ・コモンズ（ODC）といった国際的な組織による

標準的なライセンスをできる限りそのまま採用することとしたい。標準的なライセンスに

は，次のようないくつかの選択肢がある。本委員会としては，完全な権利の放棄（パブリ

ックドメイン)ではなく，権利の帰属表示（attribution)を行う方向で検討することを提案す

る。 
 ・CC（クリエイティブ・コモンズ） 
    表示(BY)，非営利(NC)，改変禁止(ND)，継承(SA)の組み合わせ 
    および，CC0（パブリックドメイン）がある。 
 ・ODC（オープンデータ・コモンズ） 
    PDDL（Open Data Commons Public Domain Dedication and License） 
     ODC-By（Open Data Commons Attribution License） 
     ODbL（Open Data Commons Open Database License） 
  
３．進め方 
・平成 25 年 2 月 1 日の第 5 回連携・協力推進会議にデータ公開の意義や必要性について報

告し，本委員会にて公開の具体策の検討を進めることの了承を得る。 
・それを受け，本委員会にて，ライセンスの付与，権利主体，合意形成などについて検討

を行い，具体的な公開案を策定する。その際には，著作権等の専門家への相談も必要で

ある。 
・平成 25 年 7 月頃に予定されている第 6 回連携・協力推進会議に公開案を諮り，承認を得

たのち，参加館からの合意を得るための手続きを進める。 
・平成 26 年度当初の公開を目標とする。 
 
 
引用： 
1. 野口祐子「科学の世界と著作権」『デジタル時代の著作権』東京, 筑摩書房, 2010.10, pp. 

167-202. 
2. 「知的財産推進計画 2012」 
   http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2012.pdf/ 
 
 
参考資料： 
1. JISC. Open Bibliographic Data Guide. http://obd.jisc.ac.uk/ 
2. Open Knowledge Foundation. Principles on Open Bibliographic Data.  
  http://openbiblio.net/principles/ ; 「オープン書誌データの原則」（日本語訳） 
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2011 年 1 月 17 日 

 

オープン書誌データの原則 

 

オープンナレッジ財団          

オープン書誌データワーキンググループ 

 

はじめに 

 図書館、出版社、大学、研究者、あるいは学会等の文献管理組織といった書誌データの

生産者は、人類の知識の発展を支援するという重要な役割を担っている。社会が書誌に関

連する活動から最大の便益を得るためには、誰でもがいかなる目的のためであれ自由に利

用、再利用できるよう、書誌データがオープンにされることが絶対に必要である。 

 

書誌データ 

 本原則の範囲を定めるために、最初の部分で書誌データの根本的な概念を説明する。 

 

・コアデータ 

 書誌データは書誌記述から構成される。書誌記述は、次のような目的で書誌情報源（論

文、単行書、その他。印刷体、電子媒体を問わない）を記述する。 

1. 記述対象の情報源を識別するため。すなわち、書誌情報源の宇宙の中で独自の情報源

を指し示すため。 

2. 記述された情報源の在り処を確認するため。すなわち、記述対象の情報源をどこで、

どのようにして見つけられるかを示すため。 

 

 伝統的には、一つの記述が一度に著者、編者、タイトル、出版社、出版日付、出版地、

上位の著作（例. 雑誌）、ページ付けに関する情報を提供することで、両方の目的を満たす

ために機能してきた。 

 

 ウェブ環境では、識別は URN、DOI といった統一情報資源識別子（URIs）を利用する。

情報源の所在確認は、統一資源位置指定子（URLs）として知られる HTTP-URIs によって

可能となっている。したがって、書誌情報源のためのすべての URIs は、書誌データのこの

狭い概念の枠内に入っている。 
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・二次データ 

 書誌データは、ウェブ外の識別子（ISBN、LCCN、OCLC 等）、権利の表明、管理デー

タ等（二次的な書誌データの一覧は補遺を参照のこと）といった、書誌データの概念内の

他の情報を含むこともある。これらのデータは、図書館、出版社、研究者、愛書家のオン

ライン・コミュニティ、学会等の文献管理の仕組み等によって作成される。 

 

 さらに、図書館および関連機関は、著者名典拠ファイル、懸命典拠ファイル、分類等の

書誌記述を目的とした統制語彙を作成している。これらも、書誌データの概念の中に含ま

れるものである。 

 

四つの原則 

 われわれは、以下の原則の採用と原則に基づいた行動を正式に提言する。 

 

1. 書誌データあるいは書誌データの集合が公開される場合には、個々の書誌記述、全体と

してのデータ集合、そしてデータ集合の一部分の再利用や別目的での利用に関し、公表

者の希望や期待が明確に曖昧さなく記され公表されることがきわめて重要である。この

声明は、的確かつ変更不可能であるべきで、そして権利放棄またはライセンスの形式に

より、適切でかつ広く認められた法的な表示に基づくべきである。 

 

データを公開するときは、明確で揺るぎない法的表示を行うこと 

 

2. 多くの広く認められているライセンスは、書誌データや書誌データの集合を対象として

おらず、ふさわしくない。データを扱うために設計された、ふさわしいさまざまな権利

放棄やライセンスは、次の URL に掲載されている。 

http://www.opendefinition.org/licenses/#Data 

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス（CC0 を除く）、GFDL、 GPL、 BSD、 等

はデータに適していないため、これらは使用すべきではない。 

  

データに適した、広く認められている権利放棄またはライセンスを使用すること 

 

3. 特定の目的あるいは特定の人や組織の使用を排除することで、商業的な再利用もしくは

派生著作物の作成を制限するライセンスは使用すべきではない。こうしたライセンスは、
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データセットの効果的な統合や別目的でのデータ利用を不可能にする。 

 

また、こうしたライセンスは、書誌データに付加価値をもたらす商業的サービスやデー

タの保存に役立つ可能性のある商業的活動を阻害する。 

 

自らのデータが他者によって有効に活用され、追加されることを望むならば、Open 

Definition （http://opendefinition.org/）に定義されるようにデータをオープンにすること。

その際、非営利やその他の制限的な条項は使用しないこと 

 

4. さらに、書誌データあるいは書誌データの集合は、特に公的な資金を受けた場合には、

Public Domain Dedication and Licence（PDDL）やクリエィティブ・コモンズのゼロ・

ウェイバーを使用して明示的にパブリックドメインに置くことを強く推奨する。この共

有および再利用の姿勢は、公的な資金提供を受けた文化遺産機関の責務に適合している

はずである。 

 

PDDL や CC ゼロの使用により、書誌データを明示的にパブリックドメインに置くことを

強く推奨 

 

補遺 

書誌データの非包括的リスト 

 

コアデータ： 著者・編者の氏名と識別子、タイトル、出版者情報、出版年月日・出版地、

上位の著作物の特定（例. 雑誌）、ページ付け、URI 

 

二次データ： 著作の形式、ウェブ外の識別子（ISBN、LCCN、OCLC 番号等）、著作に

関連する権利の表示、財政援助に関する情報（例. 資金提供）、媒体の種類に関する情報、

情報の範囲と規模、管理データ（最終更新日等）、関連リンク（Wikipedia、Google books、

Amazon 等へ）、目次、デジタル化された著作の一部へのリンク（目次、登録記録、参考文

献一覧等）、著者の住所その他の連絡先、カバーイメージ、抄録、レビュー、ようやく、件

名、付与キーワード、分類表記、利用者によるタグ、例示的データ（所蔵数、請求記号）、

… 

 

貢献者：  
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Karen Coyle, Mark MacGillivray, Peter-Murray-Rust, Ben O’Steen, Jim Pitman, Adrian 

Pohl, Rufus Pollock, William Waites 
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