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第 23 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：2022 年 2月 16 日（水）15:00～17:00 
2. 場所：オンライン 
3. 出席者： 

（委員館） 
喜連川所長，漆谷副所長，合田学術基盤推進部長，竹谷学術基盤推進部次長（以上，
国立情報学研究所），坂井館長，木下事務部長（以上，東京大学附属図書館），池田
館長，熊渕学術情報部長（以上，筑波大学附属図書館），石川学術情報センター長，
河西学術情報課長（以上，横浜市立大学学術情報センター），山﨑所長，富澤学術
情報課長（以上，大阪市立大学学術情報総合センター），ローリー館長，本木事務
部長（以上，早稲田大学図書館），須田所長，松本事務長（以上，慶應義塾大学メ
ディアセンター本部） 

 
（陪席） 

小山教授・これからの学術情報システム構築検討委員会委員長（中央大学），安原
主任・オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会事務局（国立情報学研究所
図書館連携・協力室），土井参事官補佐，大西学術基盤整備室学術情報係長，本多
学術基盤整備室大学図書館係長，濵﨑学術基盤整備室オープンサイエンス振興係
長，大澤学術基盤整備室学術情報係研修生，石原学術基盤整備室大学図書館係研修
生，稲毛学術基盤整備室オープンサイエンス振興係研修生（以上，文部科学省研究
振興局参事官（情報担当）付），久保田総務課長，金藤情報管理課長（以上，東京
大学附属図書館），成澤情報企画課長（筑波大学附属図書館），海浦学術情報担当職
員（横浜市立大学学術情報センター），伊賀図書情報担当課長（大阪市立大学学術
情報総合センター），笹渕総務課長（早稲田大学図書館），関口課長（慶應義塾大学
メディアセンター本部），船山情報企画課係長，並木情報企画課係員（以上，筑波
大学附属図書館・国公私立大学図書館協力委員会事務局），西島総務部長，佐藤学
術基盤課長，吉田学術コンテンツ課長，平田図書館連携・協力室長，片岡学術コン
テンツ課副課長，木村特任専門員，古橋学術コンテンツ課支援チーム係長，阪口学
術コンテンツ課学術コンテンツ整備チーム係長，浅野学術コンテンツ課学術コン
テンツ整備チーム係長，村上学術コンテンツ課学術コンテンツ整備チーム係長，林
学術コンテンツ課研究データ基盤整備チーム係長（以上，国立情報学研究所） 

 
4. 委員長挨拶 
  国公私立大学図書館協力委員会が、2021 年 8 月から 2022 年 7 月までの期間に本会議
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の委員長を担当するとして、筑波大学附属図書館の池田館長から挨拶があった。 
 
５. トピックレクチャー 
  議事に先立ち，紀伊國屋書店営業総本部学術情報販売促進本部の川村本部長兼雑誌部
長より，「国内学術電子ブックにおける電子リソースデータについて－現状及び今後に向
けての試み－」と題した講演があり，以下の意見交換があった。 

 
 電子ブックについては，オンライン授業実施における教育的価値が高いと認識し

ている。また，利用情報が保存されることによって，研究発信がこれまで以上に行
われるほか，保存情報が研究尺度として有効となる可能性がある。こうしたことか
ら今後研究教育の面で重要になると考えている。 

 電子ブックの活用は，図書館スペース狭隘化を課題とする大学にとっても関心の
あるテーマである。一機関のみの構築にとどまらない産官学による連携として，今
後も意見交換を求めたい。 

 電子ブック刊行においてメタデータ整備が進まない要因に，著作権処理対応での
出版社負荷の大きいことが挙げられたが，具体的にはどういった状況か。 
 新刊の電子ブックでは刊行作業時に著作権処理とあわせてメタデータを作成

するために従来よりも多くの作業が発生する。また既刊書籍の電子ブック化
の場合は，書籍刊行とは別の契約となるために過去に遡った権利確認を行う。
これに対し，国内の学術出版社は多くが小規模であることから，作業に割くリ
ソースの不足が生じている。 

 既刊書籍への対応としては，媒体差はないように思えるが，出版社が対応困難とな
るのは，電子書籍の出版手続きとメタデータ作成のどちらであるか。 
 著作権処理に関しては出版手続きでのこととなるが，作業上は同手続でメタ

データについても一緒に取り扱っている。 
 紙媒体書籍で慣習となっていた手続きに電子化が加わったことで，著作権処

理に係る課題が顕在化したが，電子ブックの出版円滑化には対応策が必要で
ある。 

 メタデータは，読者の書籍への到達を容易にするために，通常は売る側が買い手を
リーチャブルにするために進んで情報を出す，というのが普通だと思うが，なぜそ
うならないのか。インターネット上での研究者による書籍紹介等がこれに相当す
るが，メタデータ作成にも同じ効果を期待しないのか。 
 出版する側は，読者が購読しやすい情報付与が望ましいと考えているが，同時

に大前提として中小規模出版社でのリソース不足という状況がある。そこを
（大手書店等が）肩代わりする仕組みや，協力金や代行体制の整備が必要。 

 紀伊國屋書店，丸善が積極的に関与してはどうか。それとともに他業種での業



態に倣うなどの調査も行うべきではないか。少人数であっても，IT でリノベ
ートして対応している企業もあるので，業界として事態をどのように解消す
るかを検討いただきたい。 

 
６. 議事： 
（報告事項） 
（１）前回議事要旨について 

 池田委員長（筑波大学附属図書館）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。 
 

（２）大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）の活動について 
  JUSTICE・平田事務局長（国立情報学研究所（以下 NII））より，資料 2 に基づいて報
告があり，以下の補足説明があった。 

 
 集合形式とオンライン会議システムを併用して 2022年３月 4日に総会を開催する

予定である。 
 2023年度以降の事務局員出向に関するアンケートを実施予定である。 

 
（３）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 
  これからの学術情報システム構築検討委員会・小山委員長（中央大学）より，資料 3に
基づいた報告があり，以下のような意見交換があった。これを受け，報告内容に基づき検
討を進めることとなった。 

 
 2022年度活動計画案では，これからの学術情報システムの在り方について作業部

会の課題を洗い出した。システムモデル検討作業部会では，共同利用システムの
運用モデル提示に先立ち，利用機関のコミュニケーション強化体制の整備と今後
の運用体制について提示した。システムワークフロー検討作業部会では，共同利
用システムが備えるべき機能実現に向けた各種の仕組み及び要件検討を課題とし
ている。 
 システムワークフロー検討作業部会で課題としている図書館システムの共同

調達は，ITを活用したシステムを大学がどう展開していくかという問題に関
連する。このことは、図書館システムに限らず病院のカルテシステムや大学
の ERP など，ありとあらゆるところで課題となっている。大学等におけるシ
ステムの共同調達の良例となるよう，国家にとってとても大きな利益がある
こと。一つのシステムを共有して銀行ごとに VM（仮想マシン）を立ち上げ
る地銀モデルなど，他業種企業の事例も参考にしながら検討いただきたい。



この検討によって新たな調達モデルが成立するかは，注目に値する。 
 コロナ禍によるオンラインコンテンツ志向は，情報のデジタル化においては

刷新のチャンスといえる。NII も協力するが，出版社や書店へも働きかけてい
ただきたい。 

 「図書館システム・ネットワークの運用体制について」では，国内の共同利用シス
テム利用機関が学術情報基盤を共につくる参加者となるべく，情報交換が可能な
コミュニケーションの場を設けることを提案する。（資料No. 3-3，2.1 コミュニケ
ーション強化モデル） 
 新たな協会を設立する枠組みではなく，連携・協力推進会議の枠組みを活用し，

共同利用システム運用への柔軟な協力体制として提案されているため，前回
提案時の懸念は対応されている。本案のような構造が適切であると考える。 

 書籍の電子化について，海外では，電子書籍のテキストブックが高額と認識されて
いる一方，オープンアクセスへ向かう流れがある。また，10 年程前からオンデマ
ンドの出版の事例も見られている。こうした動きもふまえて検討を続けたい。（資
料 No. 3-2，1. (イ) (2) ①国内電子書籍の書誌情報共有のための仕組みづくり） 
 今，紙からデジタルにリノベートすることが，私たちの使命ではないか。これ

をやると電子書籍を買うようになる。 
 人材育成にもつながる。 

 
（４）オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）の活動について（報告） 

JPCOAR・木下委員長（東京大学附属図書館）より，資料 4 に基づいて報告があった。 
 
（５）国立情報学研究所の学術コンテンツ事業について（報告） 

吉田課長（NII）より，資料 5に基づいて報告があった。 
   

 JAIRO Cloud におけるWEKO3 への移行は，動作検証とシステム改修後に実
施することとして，本格的移行は 2022 年度予定に延期する。 

 電子リソースデータの共有サービスとして，2022 年 4 月に「電子リソース契
約データ共有サービス（仮称）」の開始を予定している。 

 NII 内に設置する学術情報流通推進委員会は 2021 年度末をもって終了する。
委員会がつとめた arXiv，CLOCKSS，SCOAP3の日本コンソーシアム事務局
は学術コンテンツ課が担当し，SPARC Japan セミナーは学術コンテンツ課に
企画ワーキンググループを設置し対応する。学術情報流通に係る調査のため
のデータは学術コンテンツ課で購入する。 

 2021年 11 月の SCOAP3 Governing Councilで SCOAP3のフェーズ 3の 2年
間延長（2024 年 12 月まで）が承認されたほか，第 2 の SCOAP3入札ワーキ
ンググループ（2STWG）が設置され，フェーズ 4の検討を開始している。 



 
（６）国公私立大学図書館協力委員会の最近の動向について（報告） 

国公私立大学図書館協力委員会事務局・熊渕学術情報部長（筑波大学附属図書館）より，
資料 6 に基づいて報告があった。 

 
 

以 上 



 

 

 

大学図書館コンソーシアム連合(JUSTICE) 活動報告 

 

1. 組織・体制 

(1) 会員数 （国公私立大学，その他（大学共同利用機関，省庁大学校の図書館）） 

・ 2022 年度増減：加入 3（2022 年 5 月 6 日現在） 

(2) 運営体制 （2022 年度委員等名簿（項番 9） 参照） 

大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議 

 JUSTICE 運営委員会 委員    15 名 （会員館から選出） 

  交渉作業部会 

調査作業部会 

広報作業部会 

委員    32 名 

協力員   4 名 

（会員館から選出） 

（会員館から選出） 

 JUSTICE 事務局 専任職員 3 名 （会員館から出向） 

 

2. 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 

(1) 出版社交渉 

 2022 年度（6 月 14 日現在） 2021 年度 

交渉・協議対象 57 社（海外 49，国内 8） 61 社（海外 52，国内 9） 

提案合意，開示済 2 社（海外 2，国内 0） 

8 提案・8 製品 

56 社（海外 48，国内 8） 

96 提案・161 製品 

交渉回数 22 回 62 回 

・ 交渉はオンライン・対面で実施 

2022 年 1 月～ 2022 年度／2023 年契約向け提案の予備交渉開始 

2022 年 4 月～ 会員館への提案書開示（会員館限定ウェブページに掲載） 

2022 年 9 月 7・8 日 

（予定） 

版元提案説明会 
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(2) 契約状況調査 

全会員館の最新の契約状況を把握することにより，出版社交渉の際の基礎データと

して活用する。また，集計結果の概要を会員館へ開示し，コンソーシアムの現状につ

いて周知する。 

・ 2021 年度調査 

- 調査期間：2021 年 5 月 10 日～6 月 30 日 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

対象機関数 553館 547館 544館 538館 533館 527館 

回答館数 532館 526館 540館 535館 529館 525館 

回答率 96.2% 96.2% 99.3% 99.4% 99.2% 99.6% 

- 調査結果最終版を会員館限定ウェブページに掲載（2021 年 12 月 27 日） 

- 数値データを会員館限定ウェブページに掲載（2022 年 1 月 14 日）  

- 2011～2021 年度の推移を会員館限定ウェブページに掲載（2022 年 3 月 31 日） 

・ 2022 年度調査 

- 調査期間：2022 年 5 月 10 日～6 月 30 日 

(3) 版元提案説明会 

JUSTICE と出版社等が合意した提案内容について，出版社等から会員館へ直接説

明する場として，毎年度開催している。 

・ 2021 年度 

- 日程：2021 年 9 月 8 日（水）・9 日（木） 

- 場所：オンライン開催 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

会員館 247 館 

432 名 

234 館 

399 名 

201 館 

348 名 

189 館 

318 名 

194 館 

314 名 

196 館 

310 名 

版元 17 社 

47 名 

11 社 

71 名 

28 社 

156 名 

30 社 

161 名 

34 社 

157 名 

34 社 

147 名 

- 版元と会員館のオンラインミーティングの形態とした。併せて版元提案説明会

特設ページ（24 社掲載）を開設した。 

・ 2022 年度開催予定 

日程：2022 年 9 月 7 日（水）・8 日（木） 

場所：一橋大学一橋講堂中会議場（東京都千代田区一ツ橋） 

※集合開催にオンライン要素を付加 

(4) 提案準備説明会 

JUSTICE へ 2022 年度／2023 年契約向け提案を予定している版元に対して，交渉

をより計画的・効率的に進めるため，交渉のスケジュールや提案書の重要事項などを

説明した。 

・ 日程：2022 年 2 月 15 日 

・ 場所：オンライン開催 

・ 参加版元数：26 社 



 
 

 

(5) OA2020 への対応 

学術雑誌のオープンアクセス出版への転換を目指す国際的なイニシアティブである

“OA2020”の関心表明に，運営委員会委員長名で署名（2016 年度）。「OA2020 対応

検討チーム」を設置（2017 年度～）し，現行の購読モデルからオープンアクセスへの

転換の可能性について検討を行い，「購読モデルから OA 出版モデルへの転換をめざ

して : JUSTICE の OA2020 ロードマップ」を公開（2019 年 3 月）している。2022

年度はロードマップの改訂を予定している。 

・ 2021 年度／2022 年契約向け提案として Read & Publish 提案（4 提案），APC 割

引（3 提案）に合意 

・ 「オープンアクセス出版モデル実現に向けた交渉方針について」を公開（2022 年

2 月 21 日） 

・ 2012 年から 2021 年に出版された論文を対象とした論文公表実態調査報告を公開

（2022 年 3 月 29 日）※現在，修正のため公開停止中。修正後再公開予定。 

(6) 電子書籍に関わる諸問題への対応検討 

国公私立大学図書館協力委員会大学図書館著作権検討委員会からの要請に応じて，

電子書籍に関わる諸問題（改正著作権法第 35 条への対応や利用規約の条件等）への対

応のためのチームを設置。 

・ 国内電子書籍ベンダーと懇談を実施（2021 年 3 月，7 月） 

・ 大学図書館著作権検討委員会宛に状況報告を送付（2021 年 11 月） 

 

3. 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 

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。 

(2) 人文社会科学系電子コレクション 

・ NII からの経費支援により，現在 2 種類のコレクションを大幅割引価格で提案中。 

- America’s Historical Imprints Series I : Evans, 1639-1800（初期アメリカ刊行

物資料集成）：17 大学（除くコンソーシアム提案成立前 4 大学。2022 年 3 月

現在） 

- The Making of the Modern World Part III（MOMW III, 社会科学系学術図書）： 

51 大学（除くコンソーシアム成立前 4 大学。2022 年 3 月現在） 

 

4. 電子リソースの管理システムの共同利用 

これからの学術情報システム構築検討委員会と連携し，会員館及びコンソーシアム

全体における電子リソースデータ管理業務（書誌情報，契約情報，ライセンス情報等

の管理）の効率化，利用者サービス向上の支援に向けた検討を行っている。 

・ これからの学術情報システム構築検討委員会と国立情報学研究所が提供する「電子

リソースデータ共有サービス」において，JUSTICE 提案のうち，公開許諾の得ら

れた提案のライセンス情報を 2022 年 4 月 1 日よりテスト公開開始。 



 
 

 

 

5. 電子リソースの長期保存とアクセス保証 

世界中の大学図書館および学術出版社が共同運営する大規模なダークアーカイブ

（保存）プロジェクト “CLOCKSS” について，NII と連携し国内参加館の拡大を図っ

ている。 

・ CLOCKSS 未参加の出版社に対しては，出版社交渉時に参加を要求している。 

・ トリガーイベント（何らかの事由により出版社が電子ジャーナルを提供できなく

なった状況）の発生に伴い，累計 66 ジャーナルが CLOCKSS によりオープンア

クセスとして閲覧可能。 

 

6. 電子リソースに関わる図書館職員の資質向上 

(1) 研修会・勉強会の開催 

1) JUSTICE 電子資料契約実務研修会 

・ 2022 年度開催予定 

日 時 2022 年 7 月 20 日（水） 

会 場 オンライン開催 

2) 実務研修（NII 実務研修制度による，JUSTICE 事務局での OJT 研修） 

・ 2021 年度応募なし 

・ 2022 年度募集中 

 

7. 広報および情報収集・提供に係る活動 

(1) 会員館向け広報誌 “jusmine” の発行（JUSTICE 会員館限定ウェブページに掲載） 

号 発行年月 特集等 

No.41 2021 年 4 月 
2021 年度臨時総会／総会開催報告，2022 年度 JUSTICE

活動予定 

No.42 2021 年 8 月 電子資料契約実務研修会 

No.43 2021 年 12 月 JUSTICE１０周年をふりかえる 

No.44 2022 年 4 月 今、あらためて“JUSTICE”とは／お役立ち文献・ツール
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ご紹介 

・ No.44 は会員館以外も閲覧可能な公開号として発行。 

 https://contents.nii.ac.jp/justice/news/20220428 

(2) 電子資料契約実務必携 

・ 利用統計動向調査の協力員を募集し，電子資料契約実務必携の利用統計関連個所を

改訂（2022 年 3 月 24 日）。 

(3) 国際会議への派遣 

1) 国際図書館コンソーシアム連合（ICOLC）会合 

国際図書館コンソーシアム連合（International Coalition of Library Consortia : 

ICOLC）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 

2021

秋季 

会合 

2021.11.15-17 オンライン 

（EMEA） 

金藤伴成（東京大）運営委員会委員 

北川正路（東京慈恵会医科大）運営委員会委員 

伊勢幸恵（千葉大）作業部会委員 

平田義郎（東京大）事務局長 

金子芙弥（九州大）事務局員 

野中真美（宮崎大）事務局員 

2022

春季 

会合 

2022.3.20-23 コロンバス 

（米国） 

派遣なし 

2) 15th Berlin Open Access Conference 

・ オープンアクセスに関するベルリン宣言（”Berlin Declaration on Open Access to 

Knowledge in the Sciences and Humanities”）に関連する科学、人文科学、研究、

資金提供、および政策コミュニティのリーダーを招集する会議に参加。 

回次 日程 開催地 派遣者 

15th 2021.9.28-10.1 オンライン 安達淳（国立情報学研究所） 

北川正路（東京慈恵会医科大）運営委員会委員 

平田義郎（東京大）事務局長 

金子芙弥（九州大）事務局員 

野中真美（宮崎大）事務局員 

 

8. 会議の開催 

(1) 総会 

・ 2021 年度通常総会 

日 時 2022 年 3 月 4 日（金） 

会 場 一橋大学一橋講堂中会議場（東京都千代田区一ツ橋）及びオンライン会

議 

出席館 432 館（内，委任状による出席 286 館） 



 
 

 

内 容 【第一部】各種報告 

2021 年度活動報告，電子資料に関する JUSTICE の成果と今後の活動

の方向性，事例報告「九州大学における電子ジャーナルパッケージの

解体：影響調査とその後」 

【第⼆部】協議事項 

2021 年度決算，2022 年度活動計画，2022 年度予算，2022 年度会費

規程の特例措置，2022 年度運営委員会委員 

※「電子資料に関する JUSTICE の成果と今後の活動の方向性」は，修

正案を作成し，大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会

議と文部科学省に報告後，臨時総会で審議することとなった。 

・ 2022 年度通常総会（予定） 

日 時 2023 年 3 月 3 日（金） 

会 場 一橋大学一橋講堂中会議場 

(2) 運営委員会 

・ 2021 年度運営委員会 

回次 開催日 主な議題 

第 1 回 2021.6.8 
2021 年度の活動体制，関係団体等からの要請への対応検討，

ほか 

第 2 回 2021.12.2 
関係団体等からの要請への対応検討について，出版社交渉

の状況，ほか 

第 3 回 2022.2.8 
2021 年度総会の議事について，関係団体等からの要請への

対応検討，ほか 

第 4 回 2022.3.17 2022 年度の活動スケジュール及び体制について 

※ 第 1 回はオンラインで，第 2～4 回は現地＋オンラインで開催 

・ 2022 年度運営委員会 

回次 開催日 主な議題 

第 1 回 2022.6.2 
2022 年度の活動体制，関係団体等からの要請への対応検討，

ほか 

※ 第 1 回は現地＋オンラインで開催 

  



 
 

 

9. 2022 年度委員等名簿（2022 年 6 月 2 日現在） 

(1) 運営委員会委員〔15 名〕 

東京大学附属図書館事務部長 木下  聡  

東京大学附属図書館情報管理課長 金藤 伴成 交渉作業部会主査 

信州大学附属図書館管理課長 成澤めぐみ 広報作業部会主査 

大阪大学附属図書館学術情報整備課長 井上 恵美  

広島大学学術・社会連携室図書館部図書学術情報企画グループリーダー 尾崎 文代  

九州大学附属図書館 e リソース課長 堀  優子  

横浜市立大学学務・教務部学術情報課長 河西  徹  

大阪公立大学学術情報課担当係長 中村  健 調査作業部会主査 

慶應義塾大学メディアセンター本部課長 酒見 佳世  

東京慈恵会医科大学学術情報センター・課長 北川 正路  

明治大学学術・社会連携部図書館総務事務長 折戸 晶子  

早稲田大学図書館調査役（電子資料担当） 竹澤 紀子  

関西大学図書館事務長 濱生 快彦 委員長 

国立情報学研究所学術基盤推進部次長 竹谷喜美江  

国立情報学研究所学術基盤推進部図書館連携・協力室長 山崎 裕子 事務局長 

(2) 作業部会委員〔32 名〕 

北海道大学 城  恭子  一橋大学 赤木真由子  慶應義塾大学 藤本 優子 

北海道大学 栗田とも子  横浜国立大学 久保いくこ  中央大学 佐藤 健士 

東北大学 菅原 真紀  富山大学 松浦天紀代  法政大学 井口  幸 

宮城教育大学 池 美沙子  信州大学 小島 浩子  明治大学 浅野 京子 

筑波大学 加藤さつき  静岡大学 米津 友子  早稲田大学 田島 英恵 

筑波大学 大曽根美奈  名古屋大学 舩越美音花  同志社大学 谷澤 伽奈 

千葉大学 伊勢 幸恵  京都大学 田村 峻一  立命館大学 藤井 潤⼆ 

東京大学 中山 昌也  大阪大学 吉田 弥生  関西大学 大上 良樹 

東京農工大学 芳川 佳奈  九州大学 松石 健祐  関西学院大学 赤坂  亨 

東京工業大学 伊藤 志帆  横浜市立大学 山本 一騎  近畿大学 玉川 恵理 

東京工業大学 中村 圭一  大阪公立大学 橋上 博紀    

(3) 作業部会協力員〔4 名〕 

北海道大学 山形 知実  国立情報学研究所 河合 将志  九州大学 細川 聖⼆ 

東京大学 平田 義郎       

(4) 事務局職員〔3 名〕 

国立情報学研究所学術基盤推進部図書館連携・協力室長 山崎 裕子 （東京大学）再掲 

国立情報学研究所学術基盤推進部図書館連携・協力室 金子 芙弥 （九州大学） 

国立情報学研究所学術基盤推進部図書館連携・協力室 野中 真美 （宮崎大学） 

 



2022年 月 日 

大学図書館コンソーシアム連合 

運営委員会 

 

電子リソースに関する JUSTICEの成果と今後の活動の方向性について 

 

文部科学省科学技術・学術審議会情報委員会ジャーナル問題検討部会から、2021 年 2 月

12日付で「我が国の学術情報流通における課題への対応について（審議まとめ）」（以下「審

議まとめ」）が公表されました。「審議まとめ」では、大学図書館コンソーシアム連合（以下

JUSTICE）が関わってきた電子リソースを中心とした学術情報流通の問題点が整理され、今

後の課題が示されています。以下では、「審議まとめ」を受け、これまでの JUSTICE の活動

の成果を振り返るとともに、今後取り組むべき内容や活動の方向性を示します。 

 

１ これまでの活動の成果 

 JUSTICEは、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て、2011 年 4 月に「大学図書館と国立情

報学研究所との連携・協力推進会議」のもとに発足しました。 

発足から 10年あまりの間に、大学図書館はビッグディール契約を推し進める出版社の影

響力の増大や、オープンアクセスの進展を目指す機運の高まり、それらを背景とした電子リ

ソースに関連する内外の学術情報流通の情勢の変化によって、大小様々な課題に直面する

こととなりました。JUSTICEはこれらの課題に対して、運営委員会のもとに設置している交

渉、調査、広報の各作業部会が中心となり、また特に対処すべき課題に対しては検討チーム

を時限的に設置して、対応してきました。これまでの活動の成果は以下のとおりです。 

 

(1) 出版社との交渉 

JUSTICE は、電子リソースに関する出版社との交渉を一元化し、出版社からの提案に対し

て価格条件や利用条件等 50以上の契約条件に関する項目を精査し、会員館 550館（2021年

度）というスケールメリットを活かして出版社に対して交渉を重ねることで、価格上昇率の

抑制も含め会員館にとってより有利な契約に繋がるよう努めてきました。それによって、会

員館が負担する電子リソースの経費を抑えつつ、アクセス可能な学術雑誌数を増やし、さら

には大学間の情報格差を緩和するという成果を挙げてきました。2021 年度に交渉・協議対

象とした出版社は国内外の 61社、うち 56社・96提案・161製品について提案合意に達して

います。  
 

 (2) 会員館への支援 

会員館に対しては、様々な予算規模やニーズをもつ会員館が望む契約の実現はもちろん、

活動の過程で得た情報を会員館間で共有するための取り組みも実施しています。さらに、契

約に関する他館の取り組みを参照できるよう、2016年度から「電子資料契約見直し事例集」

として具体的な事例を提供してきました。加えて、2018 年度からは会員館が所属する大学
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の APC 支払推定額の提供を始めています。またウェブサイトにおいて JUSTICE の運営や電

子リソースに関する情報公開を進め、会員館へ提供する情報を拡充してきました。作業部会

委員を中心として、先進的な取り組み事例のある会員館からの協力も得ながら研修会も継

続的に実施し、電子リソース実務に関わる職員の能力開発や会員館が電子リソースに関す

る自館の方針立案に寄与できる取り組みを展開してきました。 

 

(3) オープンアクセスに関する取り組み 

オープンアクセスに関する海外の動向にもアンテナを張り、段階的にいわゆる転換契約

の実現に取り組んできたことはご承知のとおりです。2016年に OA2020への関心表明に署名

し、2019 年 3 月には OA2020 ロードマップを策定し公表しました。このロードマップは OA

出版モデル実現までの移行期を乗り越える道筋を明らかにするものです。ロードマップ策

定以降は、Cambridge University Press等複数の出版社とオープンアクセスに関する内容

を含む提案（OA 出版契約、転換契約）に合意しました。 

 

２ 今後の活動の方向性 

 「審議まとめ」をはじめとする電子リソースに関して公表された意見を踏まえれば、オー

プンアクセスの更なる進展が望まれていることは明らかであり、OA2020 が示すような購読

モデルから OA出版モデルへの転換がその一助となると考えられます。 

JUSTICE は、これまでも転換契約の拡大や進展を目指し、複数の転換契約を実現してきま

したが、今後も会員館と協力し、外部機関との連携も行いつつ転換契約の拡大に取り組みま

す。同時に、購読モデルの継続を希望する会員館にも十分に配慮し、購読提案についてもよ

りよい条件を引き出していきます。 

以上のような方向性のもと、JUSTICEは「審議まとめ」で指摘された以下の(1)から(4)ま

での事項を踏まえつつ、OA2020 等の学術情報流通に関する環境の変化にも対応した取り組

みを進めていきます。 

 

(1) 「これまで蓄積してきた出版社との交渉経験を活かし、契約主体のグループ化を検討

している大学等研究機関との役割分担を含む戦略を明示すること。」 

 JUSTICEは、これまでの経験を踏まえ、契約主体のグループ化を含めた支援を積極的に展

開します。 

契約主体のグループ化を検討している大学の出版社交渉を支援するため、他の会員館へ

の不利益が生じないよう配慮したうえで、交渉ノウハウ・調査データ・国内外の事例に関す

る情報等の提供を行います。また、グループが結成された後は、いわゆるオープン・コンソ

ーシアム（オプトイン型）である JUSTICEの特性を踏まえ、交渉を行うグループを JUSTICE

が支援し、契約に関する具体的な交渉はグループまたはグループに属する各大学が行うよ

う役割を分担することで、グループが望む契約の実現を目指します。 

 

(2) 「これまで以上に JUSTICE で収集した情報を参加機関間で共有すること。」 



JUSTICE は、会員館への情報提供とウェブサイト等を通じた情報発信をさらに強化しま

す。 

2022年 1月から、これまで PDF形式で提供してきた契約状況調査の結果について、Excel

等での加工・分析が可能な形での提供を開始しました。2022 年 4 月には、国立情報学研究

所の協力により JUSTICE向け提案のライセンス情報等を公開しました。今後は、会員館にお

ける電子リソースの契約や利用の情報共有を支援する方策として、各会員館の事例報告や

関連文献のリスト、基本的な統計情報等を公開するだけでなく、新たに合意した契約結果の

概要や転換契約の進捗状況の広報に着手します。また、会員館から多くの要望が寄せられて

いる契約状況調査結果等の個別情報の提供がどのような形であれば可能かを検討します。 

 

(3) 「JUSTICE の今後の立ち位置を明確化し、かつ機能強化するために何が必要であるの

か検討すること。」 

 JUSTICE 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」のもとに設置さ

れている他の委員会との役割分担に留意し、今後も増大する課題や、ステークホルダーから

の要望に応えうる充実した体制を目指します。 

どのような機能強化が必要か、外部組織にも意見を聞きつつ議論を行い立ち位置をより

明確化した上で、必要な人的リソース等を確保するよう関連組織と交渉・調整します。また、

機能強化に必要な要素の一つとして事務局員を安定的に確保し、JUSTICE業務に携わること

で、学術情報流通への幅広い知見を有した人材の育成にも貢献します。さらに、交渉のため

の情報収集力や情報発信を強化するため、作業部会や検討チームの再編・充実を目指します。

2022 年度は OA2020 対応検討チームにより、OA2020 ロードマップの達成状況を踏まえた改

訂に着手します。 

 

(4) 「出版社との交渉・契約内容が秘匿されていることを透明化すべく努力すること。」 

 JUSTICEは、出版社との交渉・契約内容をより一層透明化するとともに、望ましい情報開

示の実現を目指します。 

 これまで、前述の JUSTICE向け提案のライセンス情報等の公開や、国際的な転換契約のレ

ジストリである ESAC Transformative Agreement Registryへの登録等を行ってきましたが、

さらに、各出版社に対して会員館における契約機関数の開示を求め、可能な限り一般公開す

るとともに、合意に至らなかった提案についても今まで以上に会員館に情報提供します。 

また今後は、会員館が必要とする交渉・契約内容に関する情報を共有することはもちろん、

電子リソースをはじめとする学術情報流通をよりよいものにするために望ましい情報開示

のあり方を出版社と協議していきます。 

 

JUSITCE は、今後も我が国の学術情報基盤の維持・発展、オープンアクセスの進展に貢献

する組織として活動していきます。これからも、会員館をはじめとする関連の皆様方には、

ご理解・ご協力くださいますようお願いいたします。 



＜関連情報＞ 

１ 提言等 

文部科学省 科学技術・学術審議会 情報委員会 ジャーナル問題検討部会 

「我が国の学術情報流通における課題への対応について（審議まとめ）」, 2021 

https://www.mext.go.jp/content/20210212-mxt_jyohoka01-000012731_1.pdf 

 

日本学術会議第三部理工系学協会の活動と学術情報に関する分科会 

「提言 学術情報流通の大変革時代に向けた学術情報環境の再構築と国際競争力強化」, 

2020 

https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t297-6.pdf 

 

２ JUSTICE関係資料 

JUSTICE 広報作業部会 

「電子ジャーナルに関する学内向け説明資料 : 素材集」, 2019 年 3月 1日作成／2021

年 3月 10日改訂／2021年 3月 26日一部修正 

https://contents.nii.ac.jp/justice/staff/information/self-learning/materials  

※会員館限定 

 

契約状況資料（契約情報調査等の情報を公開） 

https://contents.nii.ac.jp/justice/staff/contract ※会員館限定 

 

３ オープンアクセス関係 

「購読モデルから OA 出版モデルへの転換をめざして～JUSTICE の OA2020 ロードマップ

～」, 2019 

https://contents.nii.ac.jp/sites/default/files/justice/2021-02/JUSTICE_OA2020r

oadmap-JP.pdf 

 

OA2020 EoI（関心表明）2016-08-09 

「EXPRESSION OF INTEREST IN THE LARGE-SCALE IMPLEMENTATION OF OPEN ACCESS TO 

SCHOLARLY JOURNALS」（OA2020ウェブサイト該当ページ） 

https://oa2020.org/mission/ 

 

ESAC Transformative Agreement Registry 

https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-

registry/ 

 

４ 大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議 

https://contents.nii.ac.jp/cpc 

 

https://www.mext.go.jp/content/20210212-mxt_jyohoka01-000012731_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20210212-mxt_jyohoka01-000012731_1.pdf
https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t297-6.pdf
https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t297-6.pdf
https://contents.nii.ac.jp/justice/staff/information/self-learning/materials
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https://contents.nii.ac.jp/justice/staff/contract
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こ れ か ら の 学 術 情 報 
システム構築検討委員会 

 
2022 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（7 名）、国立情報学研究所（2 名）、有識者 
（4 名） 

・委員長：大向 一輝（東京大学） 
（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、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 

 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、

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

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

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

在り方に対する喫緊の課題を検討する。課題としては、以下のとおりである。 
(ア) 委員会が取り組む課題 

(1) 「統合的発見環境」を可能にする新たな図書館システム・ネットワークのモ

デル構築 

(2) 持続可能な運用体制の構築 

(3) システムの共同調達・運用に向けた課題検討 

(イ) 作業部会が取り組む課題 

(1) システムモデル検討作業部会では、共同利用システムの運用モデルを提示す

ることに先立ち、利用機関のコミュニケーションを強化する体制の整備を利

用機関に提案し、意見交換を行う。それを踏まえて、2023 年度の組織整備と

今後の運用体制について、中長期的な観点も織り込みながら提案する。また、

uemura
テキストボックス
資料3



システムの共同調達・運用モデルについて、システムワークフロー検討作業部

会での、共同調達を想定した機能要件の検討状況に応じて、調査を行う。 

(2) システムワークフロー検討作業部会では、共同利用システムが備えるべき機

能を実現するため、①国内電子ブックの書誌情報共有のための仕組みづくり、

②「電子リソースデータ共有機能」の運用開始および国外連携方法の検討、③

デジタルアーカイブの国立国会図書館サーチ／Japan Search 等へのアグリゲ

ータ機能提供方法の検討、④「NCR2018 適用細則案」の公開およびコーディ

ングマニュアル改訂作業、著作の単位の検討、⑤統合的発見環境と次期 ILL

の要件検討、およびシェアードプリントの実現に向けた調査検討、⑥共同調達

を想定した利用機関の規模等を加味した図書館システムに求める要件の具体

化、をそれぞれ行う。大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）、国立国会

図書館、大学、出版社等との関係機関との調整を行う。また、「これからの学

術情報システムの在り方について（2019）」の方向性を受け、大学図書館を中

心とする各機関の学術情報システムをめぐる諸課題について、メタデータを

起点とした検討結果をまとめた「これからの学術情報システムのメタデータ

収集・作成方針について」を公開する。 
 

３. 活動状況（2022 年 3 月～6 月） 
（１）委員会の活動 

回次 開催日 主な検討内容 

第 33 回 2022 年 6 月 17 日（金） 

 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 
 システムモデル検討作業部会の活動につい

て 
 システムワークフロー検討作業部会の活動

について 
 国立情報学研究所の検討状況について 

 
(ア) イベント 

国立情報学研究所学術情報基盤オープンフォーラム 2022「ひろがる・つながる、

その先へ : 学術研究プラットフォームとこれからの学術情報システム」 
日付：2022 年 6 月 2 日（木） 
開催方法：オンライン 
参加者数：470 名 

(イ) 図書館総合展 2022 において、「これからの学術情報システムの在り方」をテーマ

としたフォーラムを開催する予定である。 



 
 
（２）2022 年度委員等名簿（2022 年 6 月 29 日現在） 

(ア) これからの学術情報システム構築検討委員会委員

 
(イ) システムモデル検討作業部会 

 
  

氏 名 所 属 機 関 ・ 職 名 備考 

大向 一輝 東京大学大学院人文社会系研究科准教授 委員長 

綾部 輝幸 東京大学附属図書館柏地区図書課長  

相原 雪乃 名古屋大学附属図書館事務部長 
ｼｽﾃﾑﾓﾃﾞﾙ検討 
作業部会主査 

粟谷 禎子 公立はこだて未来大学情報ライブラリー  
安達  匠 國學院大學学術メディアセンター事務部図書館事務課長  
竹澤 紀子 早稲田大学図書館調査役（電子資料担当） JUSTICE推薦 

飯野 勝則 佛教大学図書館専門員 
ｼｽﾃﾑﾜｰｸﾌﾛｰ検討

作業部会主査 
鹿田 昌司 近畿大学大学運営本部中央図書館学生センター事務長  
福島 幸宏 慶應義塾大学文学部図書館・情報学専攻准教授  
児玉  閲 大妻女子大学教職総合支援センター（図書館学課程）教授  
塩崎  亮 聖学院大学基礎総合教育部教授  
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長  
上村 順一 国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課副課長  

氏 名 所 属 機 関 ・ 職 名 備考 

相原 雪乃 名古屋大学附属図書館 事務部長（兼）情報推進部長 主査 

小野  亘 東京大学 教養学部等図書課長  

粟谷 禎子 公立はこだて未来大学情報ライブラリー  

安達  匠 國學院大學 学術メディアセンター事務部 図書館事務課長  

片岡  真 人間文化研究機構 国文学研究資料館 管理部学術情報課長  

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長  

上村 順一 国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ副課長  



(ウ) システムワークフロー検討作業部会 

以上 

氏 名 所 属 機 関 ・ 職 名 備考 

飯野 勝則 佛教大学図書館 専門員 主査 

佐々木 翼 北海道大学附属図書館研究支援課 事務職員  

西川 奈緒 北海道大学附属図書館管理課 雑誌受入担当 係員  

佐々木智穂 東北大学附属図書館情報サービス課 専門職員  

磯本 善男 
千葉大学附属図書館 

利用支援企画課利用支援企画グループ 専門職員 
 

田口 忠祐 東京大学情報システム部情報基盤課 学術情報チーム 係長  

小川夏代子 東京大学農学部・農学生命科学研究科総務課 図書チーム 主任  

木下  直 東京海洋大学 学術情報課長  

上野 友稔 
電気通信大学学術国際部学術情報課 情報学術情報サービス 
係長 

 

佐藤 知生 
神戸大学附属図書館情報サービス課 
自然科学系情報サービス係 係員 

 

瀧脇 有姫 
広島大学学術・社会連携室  

図書館部 図書学術情報普及グループ 主任 
 

林  賢紀 
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター 

情報広報室広報資料科情報高度利用専門職 
 

片岡  真 人間文化研究機構 国文学研究資料館管理部学術情報課長  

江上 敏哲 
人間文化研究機構 国際日本文化研究センター 

情報管理施設資料課資料利用係長 
 

川畑 卓也 奈良県立図書情報館 総務企画課 総務企画係長  

塩崎  亮 聖学院大学基礎総合教育部 教授  

福島 幸宏 
慶應義塾大学文学部 人文社会学科 図書館・情報学系 図書館・

情報学専攻 准教授 
 

渡邊 隆弘 帝塚山学院大学基盤教育機構 教授  

金子 芙弥 
国立情報学研究所 学術基盤推進部 図書館連携・協力室員 

（JUSTICE 事務局） 
 



2022 年 6 月 29 日 
オープンアクセスリポジトリ推進協会 

 
オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）活動報告（2022 年３月～6 月） 

 
1. 組織・体制 
（1）会員機関状況      

種  別 機 関 数 JC 利用機関 
国立大学 81 62 
公立大学 71 70 
私立大学 428 402 
大学共同利用機関 12 11 
短期大学 53 45 
高等専門学校 6 6 
その他（研究機関等） 48 41 
合計 699 637 

 （2022 年 6 月 7 日現在） 

 

 

国立大学
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私立大学

61.2%

大学共同利用機関
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高等専門学校

0.9%
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（2）運営体制 
会長 青山学院大学（2022 年 4 月 1 日～） 
監事 電気通信大学，群馬県立女子大学（2021 年 7 月 1 日～2022 年 6 月

30 日） 
東京海洋大学，福岡女子大学（2022 年 7 月 1 日～2023 年 6 月 30
日） 

運営委員 14 名（会員機関選出） 
作業部会員 57 名（2022 年度会員機関選出） 
事務局 3 名（会員機関からの出向 1 名、JPCOAR 有期雇用 1 名、NII から

支援 1 名） 
 

2. 2022 年度活動計画 
2021 年度総会において決定された「オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）

活動方針（2022-2026 年）」に基づき、3 つの重点活動項目を策定、会員機関のコンテンツ
の充実支援、システムの整備・運用や我が国におけるオープンアクセス及びオープンサイエ
ンスの推進に取り組む。https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/records/2000156 

 
（1）会員機関相互の情報・ノウハウ共有の強化と人材育成 ＜コミュニティ・グループ＞ 

担当：広報・普及作業部会、イベント運営作業部会  
・協会ウェブサイト（日/英）、Facebook、Twitter、情報誌 CoCOAR での情報提供及
び情報発信を行う。 

・各会員機関の機関リポジトリ担当者が、機関の特性や置かれている状況に応じて必
要な研鑽を積めるよう研修を実施する。また、コミュニティ活性化を目的として、
図書館総合展や地域 単位のイベントプログラムを企画し実施する。 

 
（2）会員機関が公開するコンテンツの多様化と利活用 ＜コンテンツ・グループ＞ 

担当：コンテンツ流通促進作業部会、研究データ作業部会 
・JPCOAR スキーマの更新、 DOI・ライセンス促進識別子・ライセンスの活用、

SCPJ 著作権ポリシーのデータメンテナンスを通して、論文等の収集・管理や流通
促進のノウハウを共有する。 

・国内のニーズに即した RDM 教材の作成、現行の RDM 教材の利活用拡大と改善
を実施する。また、RDM 事例形成 ・機関向け RDM アンケートの実施、RDM 
に関するイベント等の企画・実施を行う 

 
（3） リポジトリシステムの維持・発展の促進 ＜システム・グループ＞ 

担当：次期 JAIRO Cloud 移行タスクフォース、JAIRO Cloud 作業部会（活動開始は、
JC 移行完了後）、システム開発・連携作業部会 



・次期 JAIRO Cloud への移行に伴う参加機関のサポートを行う。メーリングリス
ト等を通じて次期 JAIRO Cloud 移行支援を始めとする JAIRO Cloud コミュニ
ティのサポートを行う。 

・JAIRO Cloud に関する参加機関（コミュニティ）のサポートを行う。JAIRO Cloud
に関する機能改善の集約方法等について検討する。  

・需要に基づくコンテンツ流通の促進とワークフローの軽減を目的に必要な調 査・
分析を行い、新しいワークフローの提案、必要な機能の開発協力を行う。COAR 
のフレームワーク見直しに貢献する。 

 
3. 会議等 

(1)総会 
・2023 年 3 月に通常総会（オンライン会議・投票）を開催予定。 

（2）運営委員会 
・年 3 回の開催予定（第 17 回（6 月 6 日）開催済み）） 

（3）作業部会・タスクフォースのミーティング 
・必要に応じて、作業部会等の打ち合わせを開催。 

 
4. 活動状況（2022 年３月～6 月） 
（1）委員会活動等 

回次 開催日 主な検討内容 

2021 年度 
総会 

(オンライン会議) 
2022 年 3 月 16 日 
(議決権行使) 
2022 年 3 月 1 日
～2022 年 3 月 16
日オンライン投
票、2022 年 3 月
18 日決議・承認 

・2022 年度会長、監事、運営委員会委員の選出 
・2022 年度活動計画 
・2022 年度予算 
・JPCOAR 活動方針 (2022-2026 年) 
全提出議案は可決承認 

2022 年度
臨時総会 

2022 年 4 月 18 日 
・2022 年度 JPCOAR 運営委員会委員の選出につい
て(審議)(承認) 

2021 年度
監事監査 

2022 年 5 月 13 日 ・2021 年度決算の監査実施 

第 17 回運
営委員会 

2022 年 6 月 6 日 

(1) 次期 JAIRO Cloud 移行について 
(2) 2021 年度決算案及び監査結果について 
(3) 2022 年度運営委員会・作業部会（TF）・事務局の
体制について 



（2）活動成果
1）CoCOAR 刊行 14 号（2022 年 2 月 28 日）
2）学術コミュニケーションセミナー（月刊 JPCOAR）（オンライン開催）
第 6 回 デジタルアーカイブとメタデータ流通（2022 年 3 月 22 日） 
第 7 回 学術情報のオープン化に関わる様々なツール（2022 年 4 月 21 日） 
第 8 回 事例報告 1（2022 年 5 月 17 日） 
第 9 回 電子ジャーナル契約と OA（2022 年 6 月 15 日） 

（3）今後の予定
1）基礎研修（機関リポジトリ新任担当者研修相当）及び学術コミュニケーションセ

ミナー（月刊 JPCOAR）（オンライン開催）第 10 回第 11 回の実施
2) 第 24 回図書館総合展（オンライン開催）出展（計画中）
3) Asia OA Webinar 2022（2022 年 7 月-8 月）（オンライン開催）参加

(4) 2022 年度予算及び作業部会等の活動計画等につ
いて
(5) 事務局体制：2024 年度に向けた会員への働きかけ
(6) JPCOAR 参加機関範囲の拡張について
(7) 運営委員会担当及び企画調整会議についての申
し合わせの改正
(8) 2021 年度総会の結果について
(9)メール審議結果及び会員参加状況について
(10) 2022 年度図書館総合展（11 月）フォーラム出展
について
(11) 2022 年度海外派遣計画について
(12) COAR Asia OA Webinar の開催について
(13) 2022 年度総会日程（2023 年 3 月予定）について
(14) 国立大学図書館協会第69回総会における活動報
告
(15) その他

2022 年度
臨時総会 

2022 年 6 月 17 日 ・2021 年度決算について（審議）（承認）



5. オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会名簿 

氏  名 所 属 機 関 ・ 役 職 主査・担当 

鵜澤 和往 北海道大学附属図書館研究支援課長 （担当）国際 

木下 聡 東京大学附属図書館事務部長 運営委員会委員長 

小野 亘 東京大学教養学部等図書課長 
次期 JAIRO Cloud 移行タスク
フォース主査/JAIRO Cloud 作
業部会主査 

高橋  菜奈
子 

東京学芸大学総務部学術情報課長 
コンテンツ流通促進作業部会
主査 

杉田 茂樹 京都大学附属図書館事務部長  

尾崎 文代 
広島大学学術・社会連携室図書館部図書
学術企画グループリーダー 

広報・普及作業部会主査 

結城 憲司 九州大学附属図書館図書館企画課長 研究データ作業部会主査 

一町田 学 
青森公立大学教務学事グループ教務・学
生チーム主査 

 

折戸 晶子 明治大学図書館総務事務長  

鈴木 一巳 青山学院大学相模原事務部学術情報課長  

佐藤 翔 同志社大学免許資格課程センター准教授 イベント運営作業部会主査 

加川  みど
り 

神戸松蔭女子学院大学図書館事務課長  

林  正治 
国立情報学研究所オープンサイエンス基
盤研究センター特任助教 

システム開発・連携作業部会主
査 

吉田 幸苗 
国立情報学研究所学術基盤推進部学術コ
ンテンツ課長 

（担当）総務・財務 

※2022 年 4 月 18 日の臨時総会審議にて承認。 

 



 

オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）活動方針 

（2022-2026 年） 

 

2022 年 3 月 16 日 

2021 年度総会決定 

 

■はじめに［展望］ 

インターネットの発展による学術情報流通環境は、デジタルトランスフォーメーション（DX）の名の

もとに本格的な革新のフェイズに入った。コンテンツのデジタル化、オンライン交流ツールの普及な

どにより、学術コミュニケーションは限りなくリアルタイムに近づくことになり、学術情報をめぐる環境

の DX こそが、オープンサイエンスなどの新たな領域を切り拓いていくことになろう。将来的には、

世界中の研究者が、アバターをまとって VR 世界で一堂に会し、共同実験や議論を行うことが当た

り前になるかもしれない。私たちは、新しい時代の研究環境に不可欠の基盤として、オープンアク

セスリポジトリに基づく、学術情報の自由でオープンな共有ネットワークを確立し、加速する学術研

究を支えていかねばならない。 

 

■オープンアクセスリポジトリの役割［ビジョン］ 

機関リポジトリは、学術雑誌掲載論文のセルフアーカイブの受け皿として生まれ、オンライン紀要

の出版ツール、博士学位論文の制度的公表メディアとしても成長してきた。オープンサイエンスの

広がりとともに、研究データの管理・利活用のための学術情報環境の整備が進むなかで、機関リポ

ジトリには、さらに新たな役割を果たすことが求められている。 

機関リポジトリを含むオープンアクセスリポジトリは、学術研究機関の情報発信をになう統合的ソ

リューションの中核概念である。そのネットワークは、教育や社会貢献なども含んだ学術活動を支え、

同時に急速に進展するグローバルなリポジトリネットワークにあって我が国のプレゼンスを高める原

動力となるべきだろう。 

 

■オープンアクセスリポジトリ推進協会の活動方針 

私たちオープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）は、オープンアクセスを推進することによ

って教育研究などの学術成果をオープンにしていくことを使命として、「リポジトリを通じた知の発信



システムの構築」（会則第 2 条）を推進する組織であり、3 年間を計画期間とした中期戦略に基づい

て活動してきた。2022 年から 2026 年の 5 年間においては、3 年間の成果をふまえて、活動の方針

をさだめることとし、以下の 3点を重点活動項目として、多様な会員機関の協働により、会員機関の

コンテンツの充実支援、システムの整備・運用や我が国におけるオープンアクセス及びオープンサ

イエンスの推進をはかっていく。 

 

■重点活動項目（2022-2026年）［ミッション］ 

１． 会員機関相互の情報・ノウハウ共有の強化と人材育成 ＜コミュニティ＞ 

協会は、各会員機関が、個々の特性や置かれている状況に応じて細やかな情報交換を行い、

その構成員に業務上必要な研鑽を積ませ、人材を育成していくことができるよう、その機会を創

出する。また、協会は、オープンサイエンスに向けた先進的な取組事例（海外事例、類縁コミュ

ニティや会員機関自身によるものを含む）の情報収集・共有化をすすめ、各会員機関が応用・活

用できるようにする。また、国内外の関連団体との連携・協力をはかることにより、コミュニティを活

性化する。 

 

２． 会員機関が公開するコンテンツの多様化と利活用 ＜コンテンツ＞ 

協会は、会員機関のリポジトリが擁する学術論文や研究データをはじめとする多様なコンテン

ツについて、総体として、また、種類ごとに、収集・管理・保存のノウハウを共有する。また、各種

識別子を含むメタデータの標準化や FAIR 原則への対応、流通促進を通じて、会員機関構成員

の学術成果の普及・利活用を促進することにより、新たな成果につながるようなエコシステムの形

成につとめる。 

 

３． リポジトリシステムの維持・発展の促進 ＜システム＞ 

協会は、主体的な運営者としての会員機関とともに、JAIRO Cloud を国立情報学研究所と共

同運営する。また、会員機関の機関リポジトリが NII Research Data Cloud との円滑な連携を実現

できるよう、国立情報学研究所との連携・協力を進めるとともに、会員機関の声を集約して提言を

行う。 

 
■活動計画 

JPCOAR は、活動方針に沿って、重点活動項目を含む「リポジトリを通じた知の発信システムの

構築」に資する活動計画を策定する。活動計画は、つねにフィードバックを行い、必要に応じて随

時見直していく。作業部会及びタスクフォースは活動計画に基づいて事業、調査、研修などを実施

し、総会において進捗状況を報告するものとする。 

 



国立情報学研究所

学術コンテンツ事業のご説明

国立情報学研究所

学術基盤推進部学術コンテンツ課

2022(令和4)年6月

uemura
テキストボックス
資料5



National Institute of Informatics

目次

1. 国立情報学研究所(NII)について

2.これからの学術情報基盤

3.学術コンテンツ事業の現在

4.大学図書館との連携

5.お願い

1



National Institute of Informatics

1. 国立情報学研究所(NII)について

2



National Institute of Informatics

１．国立情報学研究所(NII)について ： 目的と活動

目的

情報学に関する総合研究並びに学術情報の流
通のための先端的な基盤の開発及び整備

 活動

1. 学術コミュニティの声を反映し、学問領域の中核拠
点としてコミュニティ全体の研究・教育活動に必須
な学術情報基盤を整備・運用

2. 長期的な視点に立つ基礎研究、社会課題解決を目
指した実践的研究を推進

3. 大学共同利用機関の研究環境を活用した次世代の
IT人材育成を実施

3
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1. 国立情報学研究所(NII)について ： 研究と事業の両輪

情報から知を紡ぎ出す
研究と事業を両輪として情報学による未来価値を創成

Service

学術コンテンツ事業

Research

アーキテクチャ
科学研究系

コンテンツ
科学研究系

情報学
プリンシプル

研究系

情報社会
相関

研究系

大学院
教育

学術情報ネットワーク事業

研究 事業

15の研究施設

研究 事業

4
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1. 国立情報学研究所(NII)について ： 組織

図書館連携・協力室

学術基盤課

情報学プリンシプル研究系

アーキテクチャ科学研究系

コンテンツ科学研究系

情報社会相関研究系

先端ICTセンター

学術コンテンツ課

研究施設

副所長

研究戦略室

男女共同参画活動支援室 サ
ー
ビ
ス
・事
業

所長補佐

学術基盤推進部

総務部

総務課

社会連携推進室

会計課

企画課

大
型
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

産
学
連
携

学術ネットワーク研究開発センター
知識コンテンツ科学研究センター
先端ソフトウェア工学・国際研究センター
社会共有知研究センター

量子情報国際研究センター サイバーフィジカル情報学国際研究センター
ビッグデータ数理国際研究センター 医療ビッグデータ研究センター
数理的高信頼ソフトウェアシステム
研究センター
シンセティックメディア国際研究センター

ロバストインテリジェンス・ソーシャルテクノロジー研究センター

研
究
系

事
業
系

シリコンバレーオフィス

学術認証推進室

SINET 利用推進室

クラウド支援室

運営会議 アドバイザリーボード

グローバル・リエゾンオフィス

所長

クラウド基盤研究開発センター
データセット共同利用研究開発センター
オープンサイエンス基盤研究センター
ストラテジックサイバーレジリエンス研究開
発センター

5

研究開発連携本部

2022.4

2022.4

2021.7

学術コンテンツ事業の
担当部署

コンテンツシステム
開発室

研究データ基盤整備チーム

支援チーム

学術コンテンツ整備チーム

JUSTICE事務局

JPCOAR事務局
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研究戦略室
副所長 ・ URA

データサイエンス
共同利用基盤施設

(情報・システム研究機構)

ビッグデータ
数理国際

研究センター

量子情報
国際研究
センター

社会・産学連携海外大学・研究機関

グローバル・リエゾン
オフィス

情報学
プリンシプル研究系

アーキテクチャ

科学研究系

情報社会相関
研究系

研究

研究施設 SINET
(Science Information NETwork)

学術ネットワーク
研究開発センター

事業

知識コンテンツ
科学研究センター

学術認証
フェデレー
ション
(学認)

学術情報検
索(論文・図
書・雑誌・博

士論
文)(CiNii)

Cyber-
security
infrastru

cture

所長マネジメント

共
同
研
究
・
連
携

連携

国際アドバイザリーボード

学術機関
リポジトリ
(JAIRO 
Cloud)

異分野
連携

国内大学
研究機関

NII 湘南会議
国際インターンシップ

プログラム
総合研究大学院大学
情報学専攻(総研大)

1. 国立情報学研究所(NII)について ： 研究と事業の連携

コンテンツ科学

研究系

フィードバック
サイバー
フィジカル
情報学国際
研究センター

数理的高信頼ソ
フトウェアシステ
ム研究センター

医療ビッグデータ
研究センター

共
同
研
究
・
連
携

社会共有知研究
センター

先端ソフトウェア
工学・国際研究

センター

クラウド基盤研究
開発センター

データセット共同利
用研究開発セン

ター

連携

ストラテジックサイバーレジリ
エンス研究開発センター

オープンサイエンス
基盤研究センター

シンセティックメ
ディア国際研究セン

ター

6

2022.4

2022.4 2021.7
ロバストインテリ
ジェンス・ソーシャ
ルテクノロジー研

究センター
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1. 国立情報学研究所(NII)について ： NII事業の全体像

超高速ネットワーク、研究データ基盤、サイバーセキュリティ、クラウド、認証に関するサー
ビスを提供し、全国の大学や研究機関等の研究教育環境を高度化

プレスリリース: https://www.nii.ac.jp/news/release/2022/0401.html

7
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：国内回線(400Gbps)

：SINET DC(SINET5と同じ)
：SINET DC(新設DC)

：国内回線(100Gbps)
：国際回線(100Gbps)

グアム

シンガポール

ロサンゼルス

ニューヨーク

アムステルダム

※ニューヨークへ

※アムステルダムへ

2024年度追加予定

1. 国立情報学研究所(NII)について： SINET6の概要

国立大学公立大学私立大学短期大学高等専門
学校

大学共同
利用機関 その他 合計

加入機関数 86
(100%)

90
(92%)

429
(69%)

85
(27%)

56
(98%)

16
(100%)

228 990

(2022年3月31日現在)

 日本全国の大学・研究機関等が利用する学術専用の情報通信ネットワーク

 2022年4月1日より、新しいSINET6を運用開始

• SINET6では、①400Gbpsの全国展開と接続点の拡大、②5Gと400Gbpsの融合、③エッジ機能配
備とサービス拡大、④国際回線の増強等を実現

大学 企業等研究機関

共同研究

全国各地

大型実験
施設

スパコン クラウド

HPCI 12拠点商用41拠点

海外

アクセス回線(最大400Gbps) セキュアモバイル網

8

※民間企業も大学等の共同
研究契約があれば利用可能

※
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1. 国立情報学研究所(NII)について : OF2022

9

• 「国立情報学研究所学術情報基盤オープンフォーラム2022」を開催
• 2022年5月30日(月)-6月2日(木)にオンラインで開催

• 延べ参加者数
• 4日間合計：8,333名

• 学術コンテンツ課・オープンサイエンス基盤研究センター(RCOS)関係では8トラッ
ク開催
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1. 国立情報学研究所(NII)について ： SINET6開通式

SINET６ 開通式 オンライン参加者数1,736名

10
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文部科学省事務次官
義本博司様

東日本電信電話株式
会社代表取締役社長
井上福造様

エヌ・ティ・ティ・コミュ
ニケーションズ株式会
社代表取締役社長
丸岡亨様

株式会社インターネットイニ
シアティブ代表取締役社長
勝栄二郎様

KDDI株式会社取締
役執行役員常務 吉
村和幸様

髙橋誠 KDDI株式
会社代表取締役社
長

宮川潤一 ソフトバンク株式
会社代表取締役社長執行
役員兼CEO

国立大学協会会長
永田恭介様

内閣府科学技術・イノベーショ
ン推進事務局長
松尾泰樹様

理化学研究所理事長
五神真様

Juniper Networks CEO
Rami Rahim様

高エネルギー加速器研究
機構機構長 山内正則様

お茶の水女子大学学長
佐々木泰子様

1. 国立情報学研究所(NII)について ： SINET6開通式

11
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1. 国立情報学研究所(NII)について : RDCトラック1

• 2022/05/31(火) 10:00-11:30
• AXIES-RDM部会との合同セッション「大学での研究データ管理体

制構築への道のり」
• 延べ334名参加

12

議題
オープニング AXIES-RDM部会について
データポリシーとRDM組織的推進
・大学における研究データポリシー策定のその後の経過

データポリシーとRDM組織的推進
・京都大学における研究データ管理の組織的推進

データポリシーとRDM組織的推進
・名古屋大学における研究データ管理の組織的推進

データポリシーとRDM組織的推進【質疑応答】
情報基盤向けRDM教材
・情報基盤向けRDM教材作成状況

情報基盤向けRDM教材
・学認LMSでの各種RDM教材収録の取り組み

情報基盤向けRDM教材【パネルディスカッション】
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1. 国立情報学研究所(NII)について : RDCトラック2

• 2022/05/31(火) 13:00-14:30
• 「データ公開基盤としての機関リポジトリ」
• 延べ415名参加

13

議題
趣旨説明
機関リポジトリのデータ公開基盤的側面
データ公開基盤としての機関リポジトリ：大学図書館の窓
から
学術データのアーカイブとメタデータ整備：名古屋大学の
取り組みから
一橋大学経済研究所リポジトリにおける電子データの整備
等について
質疑応答・ディスカッション
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1. 国立情報学研究所(NII)について : RDCトラック3

• 2022/06/01(水) 10:40-12:10
• 「教育コンテンツ共有プラットフォーム 学認LMS」
• 延べ191名参加

14

議題
趣旨説明
情報セキュリティポリシーサンプル規程集＆倫倫姫の情報
セキュリティ教室アップデート2022
研究データ管理講座アップデート2022
・JPCOARの教材修正等取組み紹介

研究データ管理講座アップデート2022
・情報基盤サイドに求められるRDMスキルと教材

学認LMSの各種機能
利用申請について
Q&A
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1. 国立情報学研究所(NII)について : RDCトラック4

• 2022/06/01(水) 13:00-15:00
• 「GakuNin RDMの現在とこれから」
• 延べ344名参加

15

議題
開会挨拶・趣旨説明
GakuNin RDMアップデート
GakuNinRDMサービス利用申請について
GakuNin RDMの利用促進に向けて～広島大学での取組み～
信州大学におけるGakuNin RDM導入事例
データ解析機能 (GakuNin Federated Computing 
Services)
データガバナンス機能
質疑応答
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1. 国立情報学研究所(NII)について : RDCトラック5

• 2022/06/02(木) 13:00-15:00
• 「大学における研究データガバナンス」
• 延べ298名参加

16

議題
世界におけるデータガバナンスに向けての高まりとNII-
RDCの対応
NII研究データポリシーと、DMPを利用した機関の研究デー
タガバナンスに向けて
GRDMにおける研究データガバナンス機能の検討―ムーン
ショット型研究開発事業への対応を皮切りに
NII-RDCにおけるデータガバナンス機能―研究者の研究活
動に寄り添って
慶應義塾における研究データガバナンスの構築に向けて―
ポリシーの策定と学内DMPツールの検討
九州大学における研究データガバナンス構築に向けて―九
大のRDMとNIIデータガバナンス機能への期待
パネルディスカッション
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1. 国立情報学研究所(NII)について : RDCトラック6

• 2022/06/02(木) 15:00-16:30
• 「研究データ管理支援人材の育成プランを考える」
• 延べ270名参加

17

議題
開会挨拶・趣旨説明
スキル表の見方と今後の更新
名古屋大学の取り組みから考えるRDM支援標準スキル一覧
の活用案
データポリシー策定における標準スキル活用アイデア：九
州大学の取り組み
これから始めるRDM支援
京都大学のRDMに関する取り組みと、URAによるRDM支援
について
質疑応答
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1. 国立情報学研究所(NII)について : コンテンツトラック1

• 2022/05/31(火) 16:00-17:30
• 「研究データ流通のベストプラクティスと学術基盤の役割」
• 延べ234名参加

18

議題
学術流通における検索・発見基盤の在り方
人文学のデータはどのように使われうるのか？
人文学における学術情報の流通
CiNiiによるニーズベースのOA
ディスカッション
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1. 国立情報学研究所(NII)について : コンテンツトラック2

• 2022/06/02(木) 10:00-12:00
• 「ひろがる・つながる、その先へ : 学術研究プラットフォームとこ

れからの学術情報システム」
• 延べ470名参加

19

議題
学術研究プラットフォームと大学図書館
「これからの学術情報システムのメタデータ収集・作成方
針（案）について」の検討と策定
日本目録規則2018年版の新NACSIS-CAT/ILLへの適用
参加型でつくる大学図書館システム・ネットワーク
「共同利用システム」と「新NACSIS-CAT/ILL」
「電子リソースデータ共有サービス」ご紹介
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2．これからの学術情報基盤

2.1 研究データへの対応
2.2 研究データ基盤 NII Research Data Cloud
2.3 データ管理基盤 GakuNin RDM 
2.4 研究データ管理人材の育成
2.5 データ公開基盤 JAIRO Cloud

20
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2.1 研究データへの対応：オープンサイエンス事業への展開

21

• データ駆動型研究の促進や研究公正への対応からオープンサイエンスが世界的に注目

• オープンサイエンスを推進するために、研究データのライフサイクルに沿った研究活動を
3つの基盤で支援

Experiment

Recording

Writing

Planning

Analysis

Preservation

Publicatio
n

Idea

Discovery

Curation

Collaborat
ion

管理基盤

公開基盤

検索基盤

ClosedOpen

新サービス

従来から提供し
てきた文献検索
エンジンCiNiiを
研究データも対
象としたサービス
に拡張。KAKEN
の情報も取り込
んで、研究活動の
総合的な検索
サービスへと展
開。

従来から提供し
てきた機関リポ
ジトリのクラウド
サービスJAIRO
Cloudを研究
データを効果的
に扱えるサービ
スに拡張。論文と
紐づけてデータ
を公開。

従来のコンテンツ
事業は公開され
たコンテンツのみ
を対象としてき
たのに対し、研究
中の非公開領域
の研究資源を扱
う新しいサービス。
研究を進めなが
ら適切にデータ
を管理すること
で、研究の促進や
研究公正への対
応を実現できる
機能や、段階的な
公開への準備を
整えるための機
能を提供。

NII Research Data Cloud
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2.2 研究データ基盤 NII Research Data Cloud

Cold
Storage

Cold
Storage

Cold
Storage

Hot
Storage

Hot
Storage

Hot
Storage

データ公開基盤

成果論文 研究データ

機関向け研究データ管理
公開・蓄積

管理・保存

検索・利用

• データ管理基盤における簡便な操作で
研究成果の公開が可能

• 図書館員やデータキュレータによる、メ
タデータや公開レベル統計情報などの
管理機能の提供

• データ収集装置や解析用計算機とも連
携

• 研究遂行中の研究データなどを共同研
究者間やラボ内で共有・管理

• 組織が提供するストレージに接続した
利用が可能

by

アクセスコントロール

実験データ
収集装置

解析用
計算機

データ管理基盤

2017年から開発開始 ⇒ 2021年から運用開始

直結

長期保存対応
ストレージ領域

Cold
Storage

Hot
Storage

外部ID発行サービス

ISNIDOIORCID

メタデータ集約・管理
知識ベースの構築

分野別
リポジトリ

データ検索基盤

海外の
研究データ
公開基盤

• 機関リポジトリ＋分野別リポジトリや
データリポジトリとも連携

• 研究者や機関、研究プロジェクトの情報
と関連付けた知識ベースを形成

• 研究者による発見プロセスをサポート
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研究プロジェクト単位で
ファイルなどを管理

学認と連携しVO(仮想組織)
メンバーでファイルを共有

豊富なアドオンで必要な
クラウドストレージを接続

2.3 データ管理基盤：GakuNin RDM

23

■ GakuNin RDM 2021年2月15日に本運用のサービス提供開始
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2.3 データ管理基盤：GakuNin RDMの普及

24

大阪公立大学, 東京医科歯科大学, 国立保健医療科学院, 愛媛大学, 電気通信大学, 
大阪電気通信大学, 山口大学, 沖縄科学技術大学院大学, 東京都健康長寿医療センター, 
東京工業大学, 筑波大学, 福岡工業大学, お茶の水女子大学, 滋賀医科大学, 
浜松医科大学, 三重大学, 理化学研究所, 熊本大学, 静岡理工科大学, 
北陸先端科学技術大学院大学, 成城大学, 信州大学, 慶應義塾大学, CCC-TIES, 
帯広畜産大学, 大阪大学, 福井大学, 小樽商科大学, 東京農工大学, 神戸大学, 
群馬大学, 東北大学, 千葉大学, 北見工業大学, 広島大学, 富山大学, 九州大学, 
東京大学, 金沢大学, 北海道大学, 名古屋大学, 京都大学, 国立情報学研究所

43機関
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総合 理工 人文社会 医学
『GakuNin RDM 利用機関数』

https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=41588114

(2022年4月現在)
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2.3 データ管理基盤： GakuNin RDMの利用実例

25

東京大学定量生命科学研究所
研究公正システムで不正防止

帯広畜産大学

北見工業大学

小樽商科大学

経営統合等で管理基盤を利用中の機関
• 公立大学法人大阪

(大阪府立大＋大阪市立大)
• 東海国立大学機構

(名古屋大＋岐阜大) 

経営統合(北海道連合大学機構)
でのITインフラ共通化

デモ動画

『GakuNin RDMを軸としたオープンイノベーション』

・北⾒⼯業⼤学：鈴木総一朗 学長、升井洋志 教授、

・⼩樽商科⼤学：三浦克宜 准教授

https://youtu.be/bBR7bzWNkTo

デモ動画

『画像・データ・論文の証跡管理を徹底 - 研究公正 - 』

・東京大学定量生命科学研究所：

白髭克彦 所長・教授、須谷尚史 准教授

https://youtu.be/10wsW5qMW2A

研究公正研究
DX
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2.3 データ管理基盤：GakuNin RDMの利用実例

金沢大学コアファシリティでの
実験装置共有のためのデータ共有

理化学研究所 情報統合本部
オープンサイエンス推進情報基盤

GakuNin RDM と mdx の連携

SPring-8 データセンターにおける
共同利用施設としてのデータ管理

研究推進
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2015年3月 内閣府 「国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会」報告書
P21 大学・研究機関等においては、技術職員、URA、大学図書館職員等を中心としたデータ管理体制を整備できるように、デー
タサイエンティストやデータキュレータなどを研究支援人材として位置づけられるよう、包括的な育成システムを検討し、推進する
ことが必要である。

早い時期から大学・研究機関における人材育成は課題

• 2017年『オープンサイエンス時代の研究データ管理』教材開発
– JMOOC(gacco)から配信

• 2018年『研究データ管理サービスの設計と実践』教材開発
– 支援者向け教材として全国の大学と試用プロジェクトを実施
北海道大学、旭川医科大学、東北大学、筑波大学、千葉大学、東京大学、新潟大学、信州大学、京都大学、九州大学、鹿児島大学、
早稲田大学、東邦大学、津田塾大学、国立情報学研究所、国立極地研究所、国立環境研究所、森永乳業株式会社(全18機関)

• 2021年：約130のRDMスキルを策定し、より効率的に学べるコンテ
ンツと環境整備を実施「学習プラットフォーム(学認LMS)」

課題

NIIの取組

受講者数 修了率

OS時代の研究データ管理 2,305 25%
gacco講座平均 4,145 15%

27

2.4 研究データ管理人材の育成

https://www.nii.ac.jp/service/jmooc/rdm/
https://www.nii.ac.jp/service/jmooc/rdm/
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2.4 研究データ管理人材の育成：人材育成プログラムの開発と公開

「研究データ管理サービスの設計と実践」
• 研究支援者(図書館員、研究支援職員(URA)、技術スタッフ等)のた

めの教材
• 研究プロセス(研究前、研究中、研究後)に沿って、具体的なサービス

の設計と実践を学習
• NIIが開発中の新オンライン学習プラットフォーム(学認LMS)から

2020年度6月より正式運用開始
章 内容

第1章：序論 研究データ管理に関する基礎的な知識を学ぶ
• 研究データ管理とは何か、研究データ管理の重要性が増している背景、研究データ管理サービスとは何か

第2章：サービス設計 自機関の実情に合ったサービスを設計するために必要なことを学ぶ
• 組織づくりや機関としての戦略やポリシーの立案、Data Asset Framework(データ資産フレームワーク)の活用法

第3章：研究前の支援 研究者が研究を開始する前段階で、どのような支援が求められているかについて学ぶ
• 研究者が遵守すべきポリシーとは何か、研究資金配分機関等が求めるDMP(データ管理計画)の作成支援

第4章：研究中の支援 研究者が研究を実施している最中に求められる支援について学ぶ
• 研究データの種類とセキュリティポリシーの関係、データの保存と機関の役割、利用可能なデータの発見方法、データの分析

や可視化の支援方法、論文発表の際に必要とされるデータの取扱い、データ管理計画の見直し

第5章：研究後の支援 研究終了後に、得られたデータを公開することについて学ぶ
• データの公開前に確認すべきこと、データの公開場所としてのデータリポジトリの選定、公開するデータに付与すべきメタ

データ、識別子、ライセンスなど

第6章：日常的な支援 日常的な研究データ管理サービスについて学ぶ
• 研修の実施方法、ポータルサイトの構築と提供すべき情報、窓口業務の実施体制、広報のための資料作成やアドボカシー活

動の展開方法

教材(第二弾)



National Institute of Informatics

2.4 研究データ管理人材の育成：人材育成プログラムの開発と公開２

「研究者のための研究データマネジメント」教材(第三弾)
• 研究支援者としての目線から、大学や研究機関等に所属する研究者

の方に向けて作成
• 研究データ管理の場面に応じた12のテーマ別
• 研究者自身が必要な知識を得ることを想定

29

章 内容 章 内容

外部資金の取得 外部資金の取得にあたり、研究データ管理
との関連の観点から押さえておきたいポイ
ント

加工・分析中のデータ
管理

データを用いた研究を実施する際の、
データの加工及び分析中のデータ管理
について

申請書類
(DMP)の作成

データ管理計画(DMP)の作成方法 DMPの更新 DMPを更新する際におさえておきた
いポイント

所属機関のインフ
ラ活用

研究データ管理を行う上で必要となる所
属機関のインフラの活用について

データの引用 データを引用する意義とその方法につ
いて

研究データの保存 研究データの保存先を検討する上でのポイ
ント、情報セキュリティ対策、バックアップ
をする時の注意点など

データの公開方針の
決定

データの公開方針の決定について

データの検索・発
見・収集

既存の研究データの検索・発見・収集方法 リポジトリへのデータ
登録

リポジトリへのデータ登録について

データ分析 実際の研究データを分析するにあたっての
ポイントや注意点について

データ論文を通じた
データ公開

データ論文を通じたデータ公開につい
て
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2.5 データ公開基盤：JAIRO Cloud（WEKO3）の意義
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現システム（WEKO2）
• 研究者と図書館員で必要な機能を切り分けて実現できていなかった。

• 分野ごとの研究データ管理に対応できるシステム構成ではなかった。

• 800機関以上が利用するクラウドサービスに適したシステム構成ではなかった。

新システム（WEKO3）
• 管理基盤（研究者）と公開基盤（図書館員＆URA）の機能を切り分けて

次世代機関リポジトリとしての機能の先鋭化

• システム内部のコンポーネント化を徹底することで拡張性と運用性を飛躍的に向上

どう変わるか？

• 研究者にとって研究成果を簡単に公開できるようになる

• 機関リポジトリだけでなく分野別リポジトリにも活用しやすくなる

• JAIRO Cloudの運用が効率化できビジネスモデルの成立に近づく

リポジトリ数だけではなく利用や運用モデルでも世界をけん引
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2.5 データ公開基盤：JAIRO Cloud（WEKO3）の意義
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データ公開基盤データ管理基盤

クローズドな環境で成果を
管理・共有・保存する基盤

公開を前提に機関として
研究成果を管理する基盤

簡単な操作で
登録可能

リポジトリシステム タスク管理

国際連携のもとで最新のアーキテクチャーと機能を備えた
リポジトリシステムを構築し、拡張性と運用性を向上

NII RDCとの連携により研究支援機能を強化

新システム
リポジトリ
システム

全文検索 統計処理

DB

画像処理 外部API

現システム

NII Research Data Cloud

DB 全文検索 画像処理 外部API
Cach

e
統計処理
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2.5 データ公開基盤：JAIRO Cloud（WEKO3）への移行について

2021年6月〜10月に本番移行を予定しておりましたが、こ
れまで発生したバグの分析を行った結果、ソフトウェア品質
向上のためのさらなる対策を行うべきと判断し、本番移行
時期を2022年度に延期しました。

JAIRO Cloud利用機関の皆様には、多大なご迷惑をおか
けしておりますこと、深くお詫び申し上げます。

（お詫び）
次期JAIRO Cloud本番移行日程の再三に渡る
変更について

32
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2.5 データ公開基盤：JAIRO Cloud（WEKO3）への移行について

現在の取り組み

• 外部の専門家の協力を得て、品質管理手法の高度化とプロ
グラム検証体制の強化を進めています

• ソフトウェアの品質向上のため、一部の重要機能について
は設計段階に立ち戻って、検証作業を行っています

今後の予定

• 今後の予定についてはまだ確定しておりません。確定しだ
い速やかにお知らせいたします

33
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3. 学術コンテンツ事業の現在

３.1 学術コンテンツ事業の現状
３.2 目録所在情報サービス(NACSIS-CAT/ILLほか)
３.3 学術情報ナビゲータ(データ検索基盤：CiNii)
３.4 機関リポジトリ(データ公開基盤： JAIRO Cloud)

34
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NII-REO

I学術機関
リポジトリ

大学・学術機関

図書・雑誌情報 研究情報

838機関

JaLC NDL 

他機関のDBサービス

論文・研究データ情報

大学
図書館等

大学
図書館等 1,341機関

JSPS MEXT

論文・研究データ情報の
メタデータ・リンク情報

論文：3,457万件
研究データ：34万件

CiNii 
Research

機関リポジトリ搭載
の学術情報の

メタデータ・リンク情報

359万件

学術出版社

学協会分野別
データリ
ポジトリ
分野別

データリ
ポジトリ

科学研究費助成事業の
研究課題・成果情報

96万件

収集

アーカイブ

電子化

収集

機関発信情報

NACSIS
-CAT

OUP
Springer

＊データ件数は2022(令和4)年3月末現在

海外電子ジャーナル
等の本文情報

412万件
人社系電子コレ

クション 66万件

共用
リポジトリ

CiNii
Books

図書・雑誌の書誌・所在情報

書誌1,263万件
所蔵1.49億件

KAKENCiNii
Dissertations

博士論文の
メタデータ・
リンク情報

69万件

データ統合

論文情報

IRDB

3.1 学術コンテンツ事業の現状

35

※2022年
4月にCiNii 
Articlesを

統合
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3.1 ISMS認証の適用範囲拡大について

36

 学術基盤推進部学術コンテンツ課が、ISMS (Information Security 
Management System:情報セキュリティマネジメントシステム) に関する国際的な
セキュリティ規格 (ISO/IEC 27001:2013 / JIS Q 27001:2014) の認証を

2021年3月26日付けで取得済。

 学術基盤の開発・運営を行っているオープンサイエンス基盤研究センター(RCOS)が
2022年3月4日付けで適用範囲拡大の形で認証取得。

 ISMSは、情報セキュリティ活動のPDCAサイクルを

回し続けることで、効果的に推進、維持、継続的に

改善するもの。

 登録活動範囲は、RCOS・学術コンテンツ課における

「学術情報公開・共有に関する業務」

「利用機関向けサービスの開発・運用・保守」

 ISMS推進を通じ、学術コンテンツ事業に関する

日常の情報セキュリティ管理をより組織的・継続的に行い、

利用者・利用機関の皆様により安心して

サービスを利用、業務手続頂けるよう努めます。
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 NACSIS-CAT(1985～)
 国内の大学図書館等が所蔵する図書・雑誌情報を共同構築
 オンライン共同分担入力方式による目録システム
 参加機関： 1,341機関
 所蔵登録データ：図書：1億4,395万件(約8,000件増／1日) 雑誌：463万件

 NACSIS-ILL(1992～)
 目録システムで構築された総合目録データベースを活用した相互利用システム
 参加機関： 1,114機関
 複写：42万件，貸借：8万件

NACSIS-CAT/ILL:目録所在情報サービス3.2 目録所在情報サービス(NACSIS-CAT／ILL)

紙と電子の学術情報をシームレスに管理できる環境構築が課題
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3.2 目録所在情報サービス：ERDB-JP

 大学図書館、出版社、ナレッジベースベンダー等がパートナーとなってメン
テナンスを行う、日本で刊行された電子リソースのデータ共有サービス

 現在100機関以上のパートナーによって、約20,000件の電子リソースのデ
ータが管理され、CC0 1.0 Universalのオープンなライセンスで公開

 登録されたデータは年間数万回以上ダウンロードされ、CiNii Booksや商用
ナレッジベース等を通じて、世界の検索サービスで活用

38
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3.2 目録所在情報サービス ： 次期への検討状況

39

2021年6月17日(木) プレスリリース
https://www.nii.ac.jp/news/release/2021/0617.html

要点
 「これからの学術情報システム構築検討委員会」が取りま

とめた『これからの学術情報システムの在り方について
(2019)』を指針として再構築

 NACSIS-CAT/ILLの基盤システムは、アメリカを本拠地
とするOCLC社のCBS(Controlled Bibliographic 
Service)、電子リソース管理サービスでは、Ex Libris社
のAlmaを利用
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図書館システム・ネットワーク

3.2 目録所在情報サービス：共同利用システムと図書館システム

40

共同利用システム
（NII/JUSTICE等）

図書館システム
（大学図書館等）

新NACSIS-CAT/ILL
・国際標準への対応

電子リソースデータ
共有サービス
・ライセンス
・タイトルリスト

・国際標準への対応

データ連携（CATP） 相互のデータ連携等

印刷体に
対応したシステム

電子リソースと印刷体に
対応したシステム

ダウンロード利用等

2023年1月[予定] 2022年4月

今回整備を行う範囲
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CATP
フォーマット

中
間
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

MARC21
フォーマット

世界へ！

リプレイス後も
今までと変わらず

使えます。

変換

CBS

変換

同時に
MARC21へも
変換可能です。

3.2 目録所在情報サービス：CBSとNACSIS-CATの関係性
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3.2 目録所在情報サービス：共同利用システム
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ライセンス（JUSTICE）とは
出版社・学会等がJUSTICEに提出した電子リソース製
品のライセンスデータの共有サービスです。

以下サービスについても整備を進める予定です:
・タイトルリスト(JUSTICE)： JUSTICE提案パッケー
ジのタイトルリストの共有
・ ライセンス(公開)： 一般公開可能なライセンス情報の
共有
・ 電子ブックメタデータ(国内)

共同利用システム

電子リソースデータ
共有サービス

2022年4月-7月 ベンダーテスト
2022年夏 参加館テスト
2023年冬 サービス開始

■現在の図書館システムの変更は
伴いません。
 現行の図書館システムとの接続方法は

そのまま継続

 現行のNACSIS-CATのデータ、機能
はそのまま利用可能

 現行のNACSIS-ILLの機能がそのま
ま利用可能

 CAT2020で追加された機能はそのま
ま踏襲

2020年9月
ERDB-JP運用開始

2022年4月
電子リソースデータ共有サービス運用開始
ライセンス（JUSTICE）テスト運用開始
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3.2 目録所在情報サービス：スケジュール
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2022年1月27日 変更点説明資料(2021年12月末時点)公開

2022年4月 電子リソース管理サービス開始
新NACSIS-CAT/ILL検証環境公開

2022年4月25日-
2022年9月30日

新NACSIS-CAT/ILL検証環境ベンダテスト

2022年6月2日 NIIオープンフォーラム (コンテンツトラック2)
https://www.nii.ac.jp/service/openforum/

2022年夏 参加館向け説明会

2022年秋 技術資料・マニュアル案公開

2023年冬 新NACSIS-CAT/ILLサービス開始
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3.2 目録所在情報サービス：従前からの変更点

44

変更点については、説明会や、技術資料で適宜お知らせします。

https://contents.nii.ac.jp/korekara/libsysnw/catill/client_guidelines

2022年1月末時点変更点
・新規データのプレフィックス変更
・CATP/1.1スキーマバージョン1以前のサポート内容変更
・RELATIONの提供様式の変更
・Z39.50クライアント機能における利用可能なデータベースの変更
・CATPの「SEARCH」メソッドの制約追加
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3.3 学術情報ナビゲータ(データ検索基盤：CiNii)

45

JaLC，雑誌記事索引，機関リポジ
トリ等の論文や研究データを同定・

統合して提供

NACSIS-CAT(大学図書館の
所蔵する本)のデータを提供

博士論文(機関リポジトリ、国立
国会図書館)のデータを提供
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

Monthly page views (2016)

by human visitors

by API

ページビュー(2021)

人による閲覧

機械による閲覧

6千万

7千万

4千万

3千万

2千万

1千万

3.3 データ検索基盤 : CiNiiの利用状況

Human

API

検索 700万回
月間
平均 詳細表示 1,950万回

月間
平均

5千万

※ CiNii Articles，Books，Dissertations の合計値(APIを含む)

年間 6億
ページビュー
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(289) (309) (320) (350) (366) (379) (388) (402) (415) (426) (431)

1060
1150 1200

1280
1430

2540 2644
2745

2977
3116

3188
3303

3417
3513

3620 3662

1329

2892

3500

6410
5760

6046

5758

7124

7823

8109

7484

6529

7689
8283

8822
8400

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000
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9000

10000

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

本文（内数） 収録件数 検索回数CiNii 収録件数と検索回数

2009.4
UI

リニューアル2007.4
グーグル

連携

3.3 データ検索基盤 ： CiNiiの現況

詳細表示 1,950万回

検索回数 700万回
2021年度
月間平均

2021年度
月間平均

収録件数
(万件)

検索回数
(万回)

2011.11
Books 公開

2015.6
Dissertation

s 公開

※ CiNii Articles，Books，Dissertations の合計値(APIを除く)
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3.3 データ検索基盤：CiNii Research
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1. 研究データと密接に関係する学術論文や本、博士論文、研究プロジェクトの検索

機能と一体化して横断検索を提供

2. 横断検索で関係する情報へのイージーアクセスを実現

3. 研究データと関連情報を「つなぐ」ための統合ナレッジベースを整備

4. 関連情報にワンステップで到達し、芋づる式に取得できるディープサーチを実現

3.3 データ検索基盤：CiNii Research

■ 2021年4月1日(木) 本運用開始
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3.3 データ検索基盤：CiNii Research

49

論文検索サービス「CiNii
Articles」を、学術情報検索基盤
「CiNii Research 」に統合した。

新しい CiNii Research では、論
文情報にリンクする引用情報や多
様な学術成果データなどをシーム
レスに閲覧できるため、関連する豊
富な学術情報をよりスムーズに発
見できるようになった。

https://www.nii.ac.jp/news/release/2022/0418.html

■ 2022年4月18日(月) CiNii Researchを統合
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3.3 データ検索基盤：CiNii Research: Discovery Platform

Knowledge Base

datasets

articles

books projects

disserta-tions

Integrated all NII’s 
scholarly 

information DBs

(Japanese digital 
humanities data 
catalog)

International Social Science & Humanities
(Japanese biological data catalog)

Life Science

150M
entries

Integrated
external

Data DBs

・・・

50Integrating more DBs for Data Search!
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3.4 機関リポジトリ(データ公開基盤：JAIRO Cloud)
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JAIRO Cloudで公開予定

JAIRO Cloud利用

独自構築

日本の機関リポジトリ構築数
独自構築とJAIRO Cloud利用機

関機関リポジトリ登録データ数
(本文あり)の推移

日本の機関リポジトリ構築数の推移

収録コンテンツ数
学術雑誌論文 約36万件
学位論文 約20万件
紀要論文 約136万件
その他 約77万件
計 約269万件

(2022年3月末時点)

機関リポジトリ構築数
国立大学 86
公立大学 83
私立大学 466
その他 203
合計 838

(2022年3月末時点)

機関が
JAIRO Cloudを利用
681

千件

機関リポジトリ(研究成果を収集・保存・発信する器)のクラウドサービスJAIRO 
Cloudを提供

• 大学でのシステム運用負荷の軽減により、機関リポジトリ数が拡大
• 必要な機能を備えたシステムをクラウド上で提供することで全体を効率化
• 学術情報のオープンアクセスを推進

新しい研究データ基盤につ
いては、ボーンNIIクラウドで
より効率的な普及を目指す
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4. 大学図書館との連携

4.1 大学図書館との連携の枠組み
4.2 大学における学術情報の確保
4.3 学術情報の発信の一層の強化
4.4 次世代の学術情報基盤を担う人材の確保
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4.1 大学図書館との連携の枠組み

「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」締結(2010(平成22)年10月13日、2016(平成28)年2月23日改訂)

【目的】

「我が国の大学等の教育研究機関において不可欠な学術情報の確保と発信
の一層の強化を図る」

【連携・協力の推進】
1. 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障体制の整備

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

3. 電子情報資源を含む総合目録データベースの強化

4. 学術情報の確保と発信に関する人材の交流と育成

5. 学術情報の確保と発信に関する国際連携の推進

6. その他本目的を達成するために必要な事項

【組織】

国公私立大学図書館協力委員会とNIIの間に、「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
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国公私立大学図書館協力委員会

役割：
協定書
(1),(4),(5)

大学図書館と国立情報学研究所との
連携・協力推進会議

国立情報学研究所

大学図書館コンソーシアム連合
(JUSTICE)

役割：
協定書
(2),(4),(5)

交渉
作業部会

広報
作業部会

調査
作業部会

オープンアクセスリポジトリ推進
協会(JPCOAR)

役割：
協定書
(3),(4),(5)

これからの学術情報システム
構築検討委員会

システムモデ
ル検討作業部

会

協定書
(1) 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体制の整備
(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
(3) 電子情報資源を含む総合目録データベースの強化
(4) 学術情報の確保と発信に関する人材の交流と育成
(5) 学術情報の確保と発信に関する国際連携の推進

システム
ワークフ

ロー検討作
業部会

助言/報告

運営委員会

4.1 大学図書館との連携の枠組み：連携・協力体制

2019(R1)年度～
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4.2 大学における学術情報の確保

55

 JUSTICEとの連携による電子ジャーナル等の確保と恒久的な
アクセス保障体制の整備
 NII-REOアーカイブの強化(2003(平成15)年～)

• セーフティネットとしての電子ジャーナルバックファイルの拡充

• 人文社会科学系電子コレクションの共同整備

• 共同購入により、図書館は応分の負担で経済的にコンテンツを導入

• EJバックファイル、人社系コレクション(HPCC：英国議会資料データベース、

MoMW(Making of Modern World：ゴールドスミス・クレス文庫所蔵社会科学系

学術図書データベース)、 MoMW-Ⅱ・Ⅲ、ECCO(18世紀英国・英語圏文献集成）、

EEBO(初期英語書籍集成データベース)を提供中。

• SpringerのEJバックファイル(創刊号～1999年)、OUPのEJバックファイル(創刊号

～2003年)に続いて、Taylor & Francis Online Journals Classic 

Archives(理工学系コレクション3分野)のEJバックファイル(創刊号～1996年)につ

いても、国内すべての大学等でアクセスできる環境を構築。

 CLOCKSSとの連携協力(2010(平成22)年～)
• 世界中の大学図書館及び学術出版社の共同運営によるダークアーカイブプロジェクト

• 国際的・地理的に分散した12機関がアーカイブノード(保存庫)として、電子ジャーナルの

長期保存を担う(NII：日本のノードを担当)

• 出版社サイトでアクセスできなくなった場合、オープンアクセスで公開：64誌公開中

• 日本の大学図書館向け特別提案に関する協定締結により、年会費の大幅ディスカウント

＝ 1機関185ドル
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4.3 学術情報の発信の一層の強化(1)

56

SPARC Japanセミナーの実施
• 学術情報流通に関する最新の動向を紹介

• 2021(令和3)年度は297名参加。

国際連携の強化(国際的なオープンアクセスプロジェクトへの参画)

• SCOAP3 支援(2014(平成26)年～)

• 大学図書館とのタスクフォースを組み、国内参加機関(81機関)とりまとめ

• 2014(H26).1 フェーズ１開始

• 2017(H29).1 フェーズ２開始

• 2018(H30).1 アメリカ物理学会参加

• 2020(R2) .1 フェーズ3開始

(2024.12までフェーズ3を延長)

• arXiv.org 支援(2014(平成26)年～)

• 大学図書館、関連機関の協力により、国内参加機関をとりまとめ

• 2014(H26) 一括とりまとめによるディスカウント開始

高エネルギー物理学分野の査読付き
ジャーナル論文のオープンアクセス化
を目的とした国際連携プロジェクト

 オープンアクセスの推進
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4.3 学術情報の発信の一層の強化(2)

JaLC DOI付
メタデータを
ハーベスト

(標準：週一) DOI
Prefix
/Suffi

x

JaLC
DOI付メタ
データを

ハーベスト

大学(準会員) NII(正会員) JaLC

各機関は割り当て
られたprefixで
DOI登録

機関リポジトリと、
JaLCとのデータ受
け渡しを仲介

IRDB
(JAIRO)

JaLC

DOI
Prefix
/Suffi

x

DOI
Prefix
/Suffi

x

 DOI(Digital Object Identifier)
 コンテンツの電子データに登録される国際的な識別子

 コンテンツの所在情報(URL)に変換され、恒久的にデジタル資料を一意に示す

 DOI登録
 日本では、ジャパンリンクセンター(JaLC)*によりDOIが付与される

※国立情報学研究所(NII)、科学技術振興機構(JST)、物質・材料研究機構(NIMS)、国立国会
図書館(NDL)による共同運営

 IRDBハーベスト対象の機関は、準会員となることで無料でJaLC DOIを登録可能

 「IRDBデータ提供機関のためのDOI管理・メタデータ入力ガイドライン」策定・公開

 研究データへのDOI登録実験プロジェクトを実施(2014(H26)年10月～2015(H27)年9月)

IR

DOI登録のメリット
世界で流通する識別子の

付与
永続的なURLが与えられ、

アクセシビリティが向上
引用、検索、リンク等に利

用可能
統計や文献同定等、コンテ

ンツ単位での管理が容易

57

 コンテンツ流通の推進：JaLC DOI登録
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4.4 次世代の学術情報基盤を担う人材の確保

大学図書館との更なる連携協力により推進

区
分

対象 目的

講
習
会

本研究所の目録所在
情報サービスの業務
担当者

NACSIS-CAT/ILL
の内容や操作・運用方
法等の修得

大学等研究機関にお
ける図書館員、URA、
技術スタッフ等の研
究支援者

研究者の支援に関わ
る担当者が研究デー
タ管理に関して理解し
ておくべき知識等の
修得

専
門
研
修

大学等における学術
研究活動支援に携わ
る者

学術コンテンツ、情報
通信等の最新動向の
認知、必要となる専門
知識や技術の修得

総
合
研
修

大学等において、図
書館、電子計算機お
よびネットワーク等の
業務に専任的に従事
する者

高度の学術情報シス
テム環境に対応しうる
知識等の修得
(実務研修を含む)

国立情報学研究所 講習会・研修体系図

講習会 専門研修 総合研修

目録システム
書誌作成研修

目録システム入門
講習会(自主開催)

大学図書館員の
ためのIT総合研修

情報処理技術
セミナー

システム運用管理者向け

図
書
館
職
員
向
け

大学図書館職員
短期研修

 教育研修事業の概要

国立情報学研究所
実務研修

58

研究データ管理
セルフラーニング

教材

NACSIS-CAT/ILL
セルフラーニング

教材
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5. お願い

5.1 連携・協力事業
5.2 人材の育成と交流
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5.1 連携・協力事業

1. 各種委員会等活動への参画

1. JUSTICE運営委員・作業部会員(交渉、調査、広報など)

2. JPCOAR委員・協力員(OA方針、基盤高度化、コンテンツ
充実、研修・人材育成など)

3. これからの学術情報システム構築検討委員会委員・作業
部会員(システムワークフロー検討、システムモデル検討な
ど)

2. 国際連携活動への参加

1. オープンアクセス、機関リポジトリ等の国際会議への参加

2. SPARC Japanセミナー企画WGへの参加
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5.2 人材の育成と交流

実務研修生募集
 NＩＩで数ヵ月間のOJT

 個別に研修テーマを設定

 コンテンツ事業、JUSTICE、ネットワークなど

 学術情報流通基盤構築の手法・知識・技術を習得 (在宅勤務：応相談)

受講年度 所属機関 研修テーマ

2019(R1)

北海道大 研究データ公開ワークフローの作成

北海道大
高エネルギー物理学分野文献情報キュレーションの検討(スイスのCERNにて実務
研修)

2017(H29)

一橋大学
交渉担当者向け提案書チェックリストの作成および「はじめての出版社交渉」の作
成

東京大学
高エネルギー物理学分野文献情報DB日本人著者情報充実(スイスのCERNにて実
務研修)

2016(H28)
一橋大学 電子資料契約見直し事例の調査とまとめ

京都大学 高エネルギー物理学分野文献情報DB日本人著者情報充実(スイスのCERNにて実務研修)

2015(H27) 筑波大学 電子リソース利用統計の収集・分析とその活用方法に関する調査

2014(H26) 新潟大学 電子ジャーナル契約見直しに関するモデルケース作成にむけた調査・検討

2013(H25)

広島大学 機関リポジトリ等に集約された多様なデータをユーザに提供するための情報検索についての考察

お茶の水女
子大学

学術認証フェデレーション(学認)を用いたシングルサインオンによる全学システム整備
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2022年 6月 29日 

 

国公私立大学図書館協力委員会の最近の動向 

 

１ 大学図書館著作権検討委員会の活動 

（１）改正著作権法第 31条への対応について 

「国立国会図書館による入手困難資料の個人送信に関する関係者協議会」「資料デジタル化

及び利用に係る関係者協議会」「図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会」「著作権

に関する図書館団体懇談会」等の諸会議に参加し、図書館関係の権利制限規定の見直しにつ

いての協議検討を行っている。 

（２）大学図書館間協力における資料複製に関する合意書の有効期間の延長 

一般社団法人学術著作権協会と国公私立大学図書館協力委員会との間で取り交わした「大

学図書館間協力における資料複製に関する合意書」の有効期間を 1年更新することについて、

大学図書館著作権検討委員会において検討した後これを了承し、3 月 7 日付にて合意書を交

わした。 

（３）パブリックコメントの提出 

文化庁「改正著作権法第 104 条の 10 の 4 第 1 項の規定に基づく「図書館等公衆送信補償

金」の額の認可に係る審査基準及び標準処理期間（案）」に関する意見募集へ 4 月 12 日にパ

ブリックコメントを提出した。 

 

２ 国立国会図書館との連携活動 

著作権法第 31条の改正等によって国立国会図書館での絶版等資料の利用者直接送信が可

能となり、その仕組みづくりが進められている状況において、同様の資料を所蔵する大学図

書館でも効果的な利用者サービスの実現を目指すことが必要である。 

第 90回協力委員会（2021 年 7月 16日）および第 91回協力委員会（2021年 12月 8日）

での協議を経て設置した「国公私立大学図書館協力委員会と国立国会図書館との連携に係る

検討会議」では、双方から選出された構成員により、実務担当者レベルでの協議検討を行っ

ており、2022年 6月までに 3回の会議を開催した。 

 

３ 日本図書館協会大学図書館部会規程の改正 

   5 月 26 日から 6 月 3 日に書面決議により開催した 2022（令和 4）年度部会総会において、

部会総会及び幹事会の対面での開催が困難な場合に、書面または電磁的方法による方法に代

えることができるよう規程を整備する旨の提案があった。書面決議の結果、大学図書館部会

規程の改正案が承認され、理事会に諮ることとなった。 

 

以上 

uemura
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国公私立大学図書館協力委員会

役割：
協定書
(1),(4),(5)

大学図書館と国立情報学研究所との
連携・協力推進会議

NII

大学図書館コンソーシアム連合
（JUSTICE）

役割：
協定書
(2),(4),(5)

交渉
作業部会

広報
作業部会

調査
作業部会

オープンアクセスリポジトリ
推進協会（JPCOAR）

役割：
協定書
(3),(4),(5)

これからの学術情報システム
構築検討委員会

システム
モデル

検討作業部会

協定書
(1) 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体制の整
備
(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
(3) 電子情報資源を含む総合目録データベースの強化
(4) 学術情報の確保と発信に関する人材の交流と育成
(5) 学術情報の確保と発信に関する国際連携の推進

システム
ワークフロー
検討作業部会

助言/報告

運営委員会
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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

平成２８年２月２３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。

（下部組織）

第６条 推進会議は、必要に応じ、具体的な調査・検討及び事業等（以下 「調査等」という。）

を実施するための組織を設けることができる。

２ 前項の組織は、推進会議の求めに応じて調査等を実施し、その結果について推進会議に報告

又は審議事項の提案を行うものとする。

３ 下部組織の設置要項は、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）
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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。

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。 

附 則

この要綱は，平成２８年２月２３日から施行する。
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