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第 6 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 12 月 5 日（木）15：30～17：40 

 

2. 場所：学術総合センター 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 課長補佐 

飯塚 亜子 東京大学 工学系・情報理工学系等 情報図書課 情報資料チーム

係長 

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 

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 

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 

相原 雪乃 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 副課長 

（陪席） 

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 図書館

連携チーム係長（NACSIS-CAT/ILL 担当） 

（欠席） 

なし 

 

＜配付資料＞ 

 委員名簿 

1. 第 5 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. 総合目録データベース（NACSIS-CAT）のデータ公開方針に関するパブリッ

クコメントの募集（案） 

3. [電子書籍について] 

 

＜参考資料＞ 

「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】 
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4. 議事： 

 

（１）前回議事要旨（案）確認 

  佐藤委員長から、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）総合目録データベースの公開に関する意見招請について 

高橋委員から、資料 2 に基づき、総合目録データベース（NACSIS-CAT）のデータ公開

方針に関するパブリックコメントの募集について説明があった。 

文案に対する意見等は以下のとおり。 

・データ公開を必要とする背景や各種報告書での提言等について、丁寧に説明する必要

がある。 

・参照 MARC を流用して作成したデータの公開について、提供側の意向はどのような

状況か？ 

→TRC だけがデータ公開について難色を示している（NDL に対しても同様の態度）。 

  USMARC や JAPAN/MARC 等、その他の MARC については問題ない。 

・パブリックコメントの扱いは？ 

 →反対意見はあるかもしれないが、あくまで意見とし、委員会としては取り入れるべ

きは取り入れるというスタンスで対応する。また、結果を公開する。 

・対象範囲は？ 

→参加館に対しては文書を送付し、機関としての回答を求める。 

 →その他の団体および個人からの回答も受け付けるが、氏名および所属機関の入力を

求める。 

・募集期間は？  

→2 週間では短すぎるのでは？1 ヶ月程度必要ではないか？ 

 →組織の大きなところは、決裁等で時間がかかる可能性がある。 

→年末年始を考慮して、5 週間、2014/1/17 までとする。 

・文書名から「方針」を落とし、「総合目録データベースのデータ公開に関するパブリッ

クコメントの募集について」とする。パブリックコメントの後、「データ公開方針案」

を策定することとする。 

・④の CC-BY ライセンスの適用については、個別のデータではなくデータベース全体

が対象であることを明記する。また、参加館の自機関データを利用する場合はクレジ

ット表示の対象外となることも追記する。 

 →クレジットの表示方法について例示をする必要があろうが、今後作成する「データ

公開方針」等で対応する。 

・文書の発信者は？ 

→当委員会と NII の連名とする。 

 

  佐藤委員長から、上記の意見を踏まえて事務局で文案を整理し、メールにて審議を行う

ことの提案があり、了承された。 
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（３）これからの学術情報システムについて 

  佐藤委員長から、これからのメタデータ流通基盤にとって電子書籍が重要なファクタ

ーであることから、電子書籍サービスの動向や大学図書館における対応についての現状

確認と意見交換を行いたい旨の説明があった。 

 意見交換に先立ち、栃谷委員から資料 3 について報告があった。（報告内容は、国立大

学図書館協会の学術情報委員会学術情報流通検討小委員会が 2013 年 7 月に公開した電

子書籍に関する報告書をベースとし、その後の動向を追加したもの。） 

 

[現状確認・意見交換] 

○日本の大学図書館での電子書籍の扱い 

・契約は国内外とも行い、電子書籍アクセス用の（プラットフォーム単位の）メニュ

ーページを作成している。大手ベンダーからは書誌データを入手して OPAC に登録

をしているが、OPAC 登録については、大学によって差があるだろう。 

  ・OPAC 登録については、図書館システム側で書誌データの一括取込に対応している

かどうかで対応に差が出ると思われるが、最近の図書館システムでは取込機能を持

つものが増えている。 

 ・OPAC とは別に電子書籍を管理することを検討している。（検索は統合） 

買取のみであれば OPAC 登録でもよいが、パッケージ契約や PDA 対応を考慮する

と、OPAC では管理が難しい。 

 ・部分的な対応で、OPAC に登録しているものと登録していないものがある。 

   ・基本的には、どこの図書館も対応に苦慮している状態ではないか。 

   ・所有権の移転がないため、契約のあり方については今後注視が必要。 

   ・期間レンタル（アクセス）方式は、日本の出版関係者で関心を持つ者が多い。 

 

○電子書籍増加時のシステム環境について 

・発見環境の整備やメタデータの役割の変化などを考えていく必要があるのではない

か？例えば、発見環境はローカルシステム管理のままでよいのか、メタデータにつ

いてもアクセス期間や契約種別（買取・PDA など）などの管理情報が必要となるの

ではないか？ 

 ・発見環境の整備としては、パッケージ契約や PDA への対応も考えれば、従前どお

りの OPAC への MARC 投入を続けていくことは困難だろう。 

 ・先行事例としてアメリカの状況調査を行う必要があるのではないか？公開されてい

るレポートなどから実態を把握することは難しい。 

 

○電子書籍の現状に対する意見など 

 ・電子ジャーナルの ERDB と同様、電子書籍についても総合目録が必要なのかどうか

を視野に入れて議論を行う必要があるのではないか。 

 ・OPAC へのデータ投入の負担はどの程度か？ 

  →図書館システム側に取込機能があれば簡便に登録できるが、MARC の種類やデー

タの質はベンダー毎に違いがある。そこを思い切れれば負担は少ない。 

→データの質を揃えるためには目視作業が必要となるためかなりの人手がかかる。
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データ登録作業は目録担当係ではなく、システム系や契約系の係が行っているケ

ースもある。 

 ・電子資料の発見環境向上のためにディスカバリーサービスの導入を準備している。 

 ・大学規模や設立母体によってはディスカバリーサービスの導入は難しい。電子書籍

については、JUSTICE などで購入しやすい枠組みを整備することができるか？  

 ・電子書籍の購入と管理のあり方について模索しているが、結論は出ていない。 

    ・管理という観点で、電子資料を図書館システムと切り離すことを検討している。（検

索を統合すれば利用者にとっては不都合はない） 

・図書館の管理業務として電子資料を図書館システムに乗せていくことに無理がある

と認識しているが、対応策は見えていない状態。 

・検索と管理は別々に考えざるを得ないのではないか？電子資料の管理という点から

ERDB の構築が行われており、電子書籍についても ERDB との連携を今後検討す

る必要があるのではないか？ 

・大学図書館全体として発見環境など大学図書館を支える情報基盤をどこまで整備し

ていくのかを考えておく必要があるのでは？  

・「学術情報基盤のこれから」を考えた時に、今後新しい動きが起こる際に現状のよう

に各大学で担当者が手さぐりで対応していくことには限界がきているのではない

か？アドバイザリーサービスやコンサルタントサービスといった機能が必要では

ないか？例えば JISC legal（http://www.jisclegal.ac.uk/）のようなシステムがあっ

てもよいのでは？ 

・これまでは NACSIS しかなかったが、ERDB の構築により電子を紙から完全に切

り離し、また日本のオープンアクセスのデータも電子と同様の手法で整理できるの

ではないかと考えている。次に紙と電子の統合検索が必要ではあるが、NII として

は道具が揃ってきた。電子書籍については実際に扱えるかどうかは現時点では見え

ていないが、少なくとも発見の手伝いはできると考えている。 

 

◯今後の検討事項について 

・電子書籍への対応は、図書館によって対応方法やニーズがかなり異なるようだが、

委員会としては、共通する部分を整理することを来年度に行ってはどうか？ 

 →大学図書館全体としてどのようなものが欲しいかどう対応して欲しいかという

ところが見えておらず、具体的な議論が進まないのではないかという懸念がある。 

 →電子書籍はこれまで NII の検討の枠組みに入っていなかったため、図書館側が独

自に工夫しているのが現状である。ただし今後コンテンツが増加すれば個々の対

応にも限界が生じるはずで、手遅れになる前に検討しておく必要があるだろう。 

 →Subscribe の扱い方で考え方が変わってくるだろう。また、日本は供給体制を含

め状況が混沌としており、対応を考えようがないところがある。 

 →本件について委員会として何を検討すべきか、という点を整理する必要がある。 

 ・CiNiiBooks ローカル（WorldCatLocal 的なサービス）を作れないのか？ 

→技術としては可能。NII がセーフティーネットとして最低限のサービスを提供す

る役割を担うという考え方でサービスレベルを議論できれば、具体性が出てくる

のではないか。 
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（４）その他 

 栃谷委員から、RDA に対する現状の NACSIS-CAT の対応予定について、参加館に情報

がなく不安を感じている可能性がある。NII からアナウンスしてはどうかとの提案があり、

NII 側から以下の説明があった。 

 ・短期的には、RDA に準拠して記述されたデータについて参照 MARC ファイルに取

り込むプログラムを開発中であり、完了後にアナウンスする。中長期的な対応について

はアナウンスできる状態になく、今後の対応を詰めていくためには、むしろ NII に対

し、大学図書館側の要望を積極的かつ公式にあげてほしい。 

・ 

また、佐藤委員長から、本委員会の任期が 2014 年 7 月までである旨、確認があった。 

 

以上 


