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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では、「これからの学術情報システムの在り方に

ついて（2019）」（2019 年 2 月 15 日付公開、以下「在り方（2019）」という。）で挙げた課題に

取り組むため、システムモデル検討作業部会およびシステムワークフロー検討作業部会を設置し、

「在り方（2019）」で実現の目途とした 2022 年に向けて、課題を検討しています。2019 年度に

引き続き、大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）と協力して、電子情報資源データ共有

の実証実験を実施したほか、国立国会図書館および科学技術振興機構と連携して、デジタルアー

カイブのメタデータ流通の検討に着手しました。 
システムモデル検討作業部会では、新たな図書館システム・ネットワークの実現に向け、中央

システムの運用モデル・体制・財政について検討を行いました。また、検討内容を周知するため、

オープンフォーラム 2020、第 22 回図書館総合展など計 5 回の講演を行いました。2020 年 12 月

には、「図書館システムアンケート調査」を実施し、目録所在情報サービス参加館の現状を把握

するため、結果を分析しました。 
システムワークフロー検討作業部会では、2019 年度に引き続き、JUSTICE との連携、国内外

の事例調査を行いました。また、2022 年度に向けて以下の目標を設定し、それに向けた検討を

行っています。 
① 中央システムと図書館システム間での、電子リソースのライセンスとタイトルリストを

共有する仕組みの運用開始 

② 中央システムと図書館システムで利用する書誌データ等について、出版社やプラット

フォームが作成する出版流通データの活用 
③ 中央システムにおける書誌データフォーマットを MARC21 とすること、および目録規

則への『日本目録規則 2018 年版』（NCR2018）の適用 
④ 大学図書館等のデジタルアーカイブのデータをジャパンサーチに集約する仕組みの運用

開始 
⑤ 海外のナレッジベースや VIAF 等と持続可能かつ適切なデータ共有の開始 
⑥ 「紙」と「電子」を基盤とする統合的発見環境と次世代 ILL とも言うべきリソース共有

の仕組みの提供 
このほか、当委員会では、ERDB-JP 運用および CAT2020 運用支援も行っています。ERDB-

JP 運用では ERDB-JP を含めた複数サービスでコミュニティサポート by JPCOAR and NII によ

る利用申請システムの統合を行いました。 
2020 年度の当委員会の資料および議事要旨は、以下の URL で公開しています。 

URL：https://contents.nii.ac.jp/korekara 

 
（これからの学術情報システム構築検討委員会 事務局） 
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CAT2020 適用開始について 
 

2020 年以降の目録所在情報システム（CAT2020）を、2020 年 8 月 3 日から適用しました。 
CAT2020 適用開始日は当初 2020 年 6 月 1 日を予定していましたが、新型コロナウィルス感染

症に関する状況および、政府による緊急事態宣言等の影響について検討し、8 月 3 日に延期する

こととなりました。 
CAT2020 適用開始後の概要につきましては以下をご参照ください。 
 

URL：https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infocat/cat2020/ 

 
なお、CAT2020 適用開始後の主な変更点は、以下のとおりです。 
 
1. 総合目録データベース重複データ・RELATION 報告の受付 

CAT2020 以降「総合目録データベース重複レコード報告の受付」を「総合目録データ

ベース重複データ・RELATION報告の受付」に変更し、RELATIONとして不適切なデータ

がある場合、あるいは RELATION として設定すべきデータについてご報告いただけるよう

にしました。（https://cattools.nii.ac.jp/qanda/dupuketuke.php） 
RELATION として不適切なデータ、あるいは RELATION として設定すべきデータを発

見した場合は、フォームに必要事項を記入し、連絡事項に【RELATION 報告】と明記して

登録してください。 
 
RELATION の詳細につきましては以下をご参照ください。 
 

URL：https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infocat/cat2020/faq.html 

 
2. NACSIS-CAT Q&A DB の利用について 

NACSIS-CAT/ILL Q&A DB の「目録所在情報サービスに関する質問書/回答書データベー

ス検索システム」で CAT2020 に対応した質問を検索する場合は、「ファイル」を

「CAT2020」と指定して検索してください。 
※回答日が 2020 年 8 月 2 日以前のものは CAT2020 以前の基準に基づき回答されていま

すのでご注意ください。 
 

URL：https://cattools.nii.ac.jp/qanda/kensaku.php 
 
3. VOL グループの繰り返しの禁止の例外追加について 

VOL グループの繰り返しについては「目録システムコーディングマニュアル」（以下、

CM）で、以下の例外が認められています。 
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1) 和古書、漢籍、記述対象の資料毎に所蔵館が書誌データを作成し、その書誌データ

が他館で活用されることを前提としない資料。[CM 2 章 2.1.11G (1)] 
2) 西洋古典籍等、記述対象の資料毎に所蔵館が書誌データを作成し、その書誌データ

が他館で活用されることを前提としない資料。[CM 4 章 4.0.3B 1)] 
3) 多巻物であっても情報源が先頭の巻など１か所にしかないマイクロ形態資料。[CM 2
章 2.1.11G (2)、4 章 4.0.3B 2)] 

 
2020 年 8 月 28 日回答の NACSIS-CAT/ILL Q&A DB で、以下の例外を追加しました。

[管理番号: B001236500] 
 
上記に準ずる資料として個々の巻が個別の ISBN を持たず、その資料の内容から書誌デー

タを出版物理単位によって作成するメリットがないと判断される場合に、VOL グループの

繰り返しを認めることとします。 
なお、VOL グループの繰り返し数が 30 を超えるものを目安とします。 
例外規定を適用した場合は、書誌作成後に国立情報学研究所へ報告することとします。 
 

4. RELATION リストの公開について 
2020 年 9 月より RELATION リストの公開を開始しました。（週次） 
以下の URL よりご利用ください。 
 

URL：https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infocat/od/relation_list.xlsx 

 
5. 重複書誌自動統合機能の運用開始 

2020 年 11 月 17 日より重複書誌自動統合機能の運用を開始しました。自動統合処理は、

以下のフィールドが一致するデータ同士が対象となります。 
VOL、ISBN、ISSN、NBN、LCCN、GPON、OTHN、GMD、SMD、YEAR1、
YEAR2、CNTRY、REPRO、TTLL、TXTL、ORGL、TRD、TRR、ED、PUBP、

PUBL、PUBDT、PHYSP、PHYSI、PHYSS、PHYSA、NOTE、CWT、CWA、

PTBID 、 PTBTR 、 PTBTRR 、 PTBNO 、 AID 、 AHDNG 、 AHDNGR 、 UTID 、

UTHDNG、UTHDNGR 
自動統合は日次で処理されます。自動統合処理結果は、四半期ごとのレコード調整連絡に

て所蔵館へ通知されます。 
 

6. Z39.50 の CAT2020 対応について 
2020 年 12 月より NACSIS-CAT Z39.50 ゲートウェイサーバ機能でも、CAT2020 で新設

された「PTBLKEY」と「VOLKEY」を検索できるよう改修しました。 
 

 （NACSIS-CAT/ILL 担当）  
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CAT2020 対応マニュアル類の追加公開 
 
 2020年 8月 20日に、「教科書に関する取扱い及び解説（CAT2020対応版）」および「コーディ

ングマニュアル（教科書に関する抜粋集）（CAT2020 対応版）」を公開しました。 

 
 主な変更点は以下のとおりです。 

「教科書に関する取扱い及び解説」（CAT2020 対応版） 
３．書誌レコード作成単位 

教科書（見本版を含む）については、出版物理単位を書誌データ作成単位とする。指

導書については、原則として出版物理単位を書誌データ作成単位とするが、例外的に指

導書本体と CD-ROM、DVD 等がセットで販売されるものについては、1 セットを 1 書

誌データとして VOL グループを繰り返して表現してもよい。 
 
「コーディングマニュアル（教科書に関する抜粋集）」 （CAT2020 対応版） 

１．５ 指導書 
教師用指導書については別書誌データを作成する。 

指導書については、原則として出版物理単位を書誌データ作成単位とするが、例外的

に指導書本体と CD-ROM、DVD 等がセットで販売される場合には、1 セットを 1 書誌

データとして VOL グループを繰り返して表現してもよい。 

 

URL：https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infocat/cat2020/#2 

 
（NACSIS-CAT/ILL 担当） 
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出版国コード表および言語コード表の追加・修正 
 

 2021 年 3 月末に、以下のとおり、出版国コード表および言語コード表の追加をしました。修

正後の「コーディングマニュアル 付録 1.2 出版国コード表」「コーディングマニュアル 付録

1.3 言語コード表」は以下をご参照ください。 
 
■付録 1.2 出版国コード表 

https://catdoc.nii.ac.jp/MAN2/CM/furoku1_2.html 
 
■付録 1.3 言語コード表 

https://catdoc.nii.ac.jp/MAN2/CM/furoku1_3.html 
 
 出版国コード表 
 

コード 国名・地域名 
gg Guernsey（ガーンジー） 
im Isle of Man（マン島） 
je Jersey（ジャージー） 

 
 言語コード表 

 
コード 言語名 
cnr Montenegrin（モンテネグロ語） 

 
（NACSIS-CAT/ILL 担当） 
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日本目録規則 2018（NCR2018）適用の JPMARC への対応について 
 

2021 年 1 月より国立国会図書館が提供する JPMARC の適用規則が、日本目録規則 2018
（NCR2018）に変更されました。NCR2018 は、2010 年に発表された RDA（Resource 
Description & Access、資源の記述とアクセス）等の新しい国際標準に対応した規則で、2018 年

12 月 25 日に印刷体と PDF で公開されました。 
NII では、2020 年度に NCR2018 対応の JPMARC を適切にコンバートして PREBOOK およ

び参照 MARC に取り込むために、コンバータの改修を行いました。 
改修前のデータは、出版に関する情報が PUB フィールドに入らず REM に落ちてしまうとい

う現象がありましたが、コンバータの改修により、2021 年 3 月 31 日以降に登録されたデータ

は、この現象は解消されています。 
 

また、新たなコードに対応するため、「付録 1.1 資料種別コード表」の追加を行いました。 
 

 資料種別コード表 
 

コード 一般資料種別 コード 特定資料種別 
a 地図資料（cartographic material） d 地図帳（atlas） 

 
その他、NCR2018 で新設された「表現種別」「機器種別」「キャリア種別」は、NOTE に追記

される等の改修を行っています。 
 

 
（NACSIS-CAT/ILL 担当） 
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新型コロナウィルスへの対応について 
 
新型コロナウィルスの感染拡大防止のための在宅勤務推進等の観点から、ペーパーレス化を促

進し、また参加館の業務に資するため、以下の対応を行いました。 
なお、ニュース（https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/2020/08/nacsis-catill20200615-.html）でも

お知らせしたとおり、弊所では在宅勤務を含む業務体制を取っております。そのため、電話、

FAXを再開し、郵送での情報源の送付の受付は行いますが、ご回答には通常より時間を要するこ

ともあります。現在の状況を踏まえてご理解くださるようお願い申し上げます。 
 
1. 利用申請手続きの変更について 
「目録所在情報サービス利用申請」、「ILL 文献複写等料金相殺サービス利用申請」、「総合目録

個別版利用申請書」の 3 つのサービスにつきましては、これまで申請書に公印の押印を求めて

まいりましたが、以下のとおり利用申請手続きを変更しました。 
 
■変更点 

2021 年 2 月 1 日以降、各利用申請書の公印の押印、ならびに利用申請書の郵送受付を廃止し

ました。変更後は、メールや各システムから申請を行うことができます。 
詳細につきましては、下記の各申請手順をご参照ください。 

 
■目録所在情報サービス申請手順 

https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/join/shinseitejyun01.html 
 
■ILL 文献複写等料金相殺サービス申請手順 

https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infoill/offset/shinseitejyun01.html 
 

■CAT 登録データの入手 個別版サービス 
https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/option/#7 

 
2. WebUIP の利用基準変更について 

WebUIP の国内参加館への利用基準につきましては、NACSIS-CAT/ILL ニュースレター2 号 
（http://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nl2/No2/0204.htm）のとおり、国内未接続館の利用に限っていま

したが、新型コロナウィルスの感染拡大防止や災害等の状況下で新 CAT/ILL システムクライア

ントを利用できない場合についても、例外的に利用可能となるように変更いたしました。今後は

以下の基準に沿って、ご申請ください。 
 

■利用可能な図書館 
WebUIP は、次の図書館で利用することができます。 
（１）国内未接続館 

現在、学術雑誌総合目録に参加している図書館で、図書館側に新 CAT/ILL システムク
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ライアントを用意するまでの間、暫定的に利用することができます。 
（２）国内接続館（例外対応） 

新 CAT/ILL システムクライアントを利用している図書館で、災害等の影響で新

CAT/ILL システムクライアントを利用できない場合、暫定的に利用することができま

す。 
（３）海外接続館 
（４）その他 
 

3. ILL ステータス公開について 
第 27回これからの学術情報システム構築検討委員会（2020年 9 月 14 日開催）にて、COVID-

19 環境下で参加館が在宅勤務等を交えた新たな体制に移行する中、要望が寄せられていた、ILL
ステータス状況の情報を提供することとしました。 

 
ILL ステータスリストは週次で更新され、以下よりご利用になれます。 
 

URL: https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infocat/od/ILL_status_list.xlsx 
 

 
（NACSIS-CAT/ILL 担当） 
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NACSIS-CAT/ILL 運用ガイドライン確認のお願い 
「NACSIS-CAT/ILL 運用ガイドライン」（2015 年 2 月改訂）について、中でも特にご注意いた

だきたい 2 点を、以下に記載いたします。 
また、共同構築・相互利用の趣旨を十分理解していただき、ガイドラインに則った NACSIS-

CAT/ILL の利用のため、内容本文についても今一度ご確認いただきますようお願いいたします。 
 

URL：https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infocat/guideline/ 

 
（１）利用番号・パスワードの厳重管理について 
  NACSIS-CAT/ILL の利用番号（A+5 桁の数字）・パスワードは、NACSIS-CAT/ILL

や、参加館情報管理システムにサインインするために必須の情報であり、参加館の管理の

下、厳重に保管するものです。 
    利用番号・パスワードと管理者の運用が適切とは思われない、以下のような事例があり

ました。 
 

 何らかの事情により、パスワードが確認できなくなっている。 
 利用者のいない利用番号の取消手続きをしたが、当該番号は図書館システムの設定に

使用されていたものであり、図書館システムから NACSIS-CAT/ILL にログインできな

くなってしまった。 
 本館が分館の利用番号・パスワードを管理しているため、実務担当者は把握しておら

ず、必要な手続きに時間がかかってしまった。 
 

   ご利用の利用番号・パスワードと適切な管理者について、改めてご確認をお願いします。

利用番号・パスワードに関する詳細につきましては、以下 URL をご覧ください。 
 

URL：https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/join/shinsei.html 

URL：https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/join/shinseitejyun06.html 

 
（２）NACSIS-CAT/ILL 両システムの利用について 

目録所在情報サービスは、原則として NACSIS-CAT および NACSIS-ILL の両システム

を利用することとしています。 
NACSIS-ILL を利用しない場合は、下記のような対応も認められますが、やむを得ない

場合を除き、NACSIS-CAT のみを利用するということなく、両方のシステムを利用するよ

うにしてください。 
 

 訪問利用等を受け付ける 
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 機関内に複数の図書館室があり、相互利用については、一部図書館室で代表して行っ

ている場合、NACSIS-ILL の受付を同一機関内の他の参加館が代行する 
  
また、NACSIS-ILL のサービス・ステータスを「N」（受付しない）に切り替える場合は、レ

ンディング・ポリシーに理由と期間を明記してください。これは他の参加館に対して、受付でき

ない事由を周知し、ILL 業務を円滑に運用するために必要なことですので、その趣旨を踏まえた

運用をお願いします。 
 

URL：https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/join/membership.html 
 

（NACSIS-CAT/ILL 担当） 
 

2019 年度 NACSIS-CAT/ILL 業務分析表の公開 
 

2020 年 10 月 13 日付で、2019 年度分の NACSIS-CAT/ILL 業務分析表を公開しました。 
 

URL：https://catill-q.nii.ac.jp/ 

 
データの入手方法およびデータの見方については、以下の URL をご参照ください。 
 

URL：https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infocat/bunseki2015.html 

 
（NACSIS-CAT/ILL 担当） 
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NII での目録品質管理(16)  
 
目録品質管理の実際を紹介する第 16 回は、CAT2020 の図書書誌データの修正の考え方につい

てご紹介します。 

 
図書書誌データの修正については、「目録システムコーディングマニュアル（CAT2020 対応

版）」（以下「CM」）の 21 章に規定されています。「21.0 図書書誌データ修正指針」には原則と

なる考え方が、「21.1 図書書誌データ修正 修正事項一覧」には、フィールド名と修正内容ごと

の修正可否の一覧が掲載されています。 
質問にある「明らかな誤り」については、原則を示した 21.0 の冒頭に「原則として」「修正を

行う必要がある」と規定されています（CM21.0A1）が、この「明らかな誤り」は、たびたび参

加館からお問合せを頂くものでもあります。 
例えば次のような質問です。 
「書誌記述は〇〇だが、手許資料では××と異なっている。おそらく“明らかな誤り”と思わ

れる。書誌データを修正しても良いか？」 
「明らかな誤り」とは文字通り「誤りであることが明らかであるもの」のことです。迷いがあ

るものは「明らかな誤り」とは言えません。レコード調整廃止によって作成館への確認という

“答え合わせ”ができなくなりましたが、書誌データの記述をそのままシンプルに現物資料と照

合していただければ、同定における大きな問題はないと考えています。 
なお、「迷いがある場合には修正しない（別書誌を作成する）」は、「明らかな誤り」に限らず、

図書書誌修正全体に共通した考え方でもあります。例えば CM21.0B2 には「判断がつかない場

合は、新規に別の書誌データを作成する。」と規定されています。 
CAT2020 移行前に比べ移行後は、図書書誌データの運用において各参加館に判断いただく範

囲が増えています。しばらくは戸惑いもおありかと思いますが、ご理解ご協力のほどよろしくお

願いします。 
 

URL: https://catdoc.nii.ac.jp/MAN2/CM/mokuji.html 
 

（NACSIS-CAT 担当） 
  

他館が作成した書誌データの記述が手許の現物と異なっています。「明らかな誤り」と思わ

れますが、レコード調整が廃止されたため作成館に確認することができません。かといっ

て、このまま所蔵登録するのもためらわれます。どのような対応をすべきでしょうか。 
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ILL 文献複写等料金相殺サービスについて 
 
 ILL 文献複写等料金相殺サービスについては、以下の URL で Q&A を公開しています。特に

利用申請、変更等については、詳細に説明しておりますので、料金相殺サービス参加機関におか

れましては、必ずご一読をお願いいたします。 
 

URL：https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infoill/offset/qanda.html 

 
（NACSIS-ILL 担当） 

 

料金相殺結果通知書の電子媒体での提供について 
 

ILL 文献複写等料金相殺サービスでは四半期ごとに相殺結果通知書を紙媒体による文書で各機

関へと送付していましたが、業務の合理化ならびに新型コロナ感染症の拡大防止対策のため、

2020 年度第 3 四半期分（1 月提供）から、電子媒体での提供（機関による PDF ファイルのダウ

ンロード）へ変更しました。電子媒体変更後も従来の紙媒体での提供を希望される機関は、

illadm@nii.ac.jp 宛に件名を「【通知書郵送希望】ILL 番号 機関名称」として、お知らせください。 
 

■変更点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 変更前 
NII が紙版の料金相殺結果通知書を各機関の経理責任者に郵送 

 変更後 

経理責任者がシステムの 
ID/パスワードを把握している 

変更後 変更前 

郵送 

経理責任者 

NII 

①メール 

NII 

連絡 
責任者 

経理 
責任者 

シス 
テム 

②サインイン 

③取得 

経理責任者がシステムの 
ID/パスワードを把握していない 

NII 

連絡 
責任者 

経理 
責任者 

③取得 

②サインイン 

シス 
テム ④引渡 

① メール 
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① 料金相殺結果通知書を取得できるようになり次第、NII が参加館情報管理システム

に登録された「連絡責任者」と「経理責任者」のメールアドレス宛に連絡 
② 各機関が「参加館情報管理システム」（https://catill-u.nii.ac.jp/ill_report/catalog） 

にサインイン 
③ PDF 版を取得 
④ （経理責任者がサインインできない場合は）連絡責任者が取得して引き渡す 

 
ILL 文献複写等料金相殺サービスの概要については以下を参照： 

 
URL：https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infoill/offset/ 

 
（NACSIS-CAT/ILL 担当）  
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ILL 文献複写等料金相殺サービス処理報告 

（2019 年度第 4 四半期～2020 年度第 3 四半期） 
 

ILL 文献複写等料金相殺サービスの処理状況は、以下のとおりです。 
 
■ 2019 年度第 4 四半期（2020 年 1 月～3 月） 
・利用機関数：963 
・処理対象 ILL レコード件数：92,116（NACSIS-ILL 総レコード件数：100,539） 
 

  対債務機関 対債権機関 

機関数 531 432* 
NII の請求額/支払額 11,944,264 ▲ 11,884,255* 

内
訳 

相殺金額 11,948,020 ▲ 11,948,020 
運営費（税込） 1,650 0 
前期債権繰越額 ▲ 5,598 ▲ 8,467 
振込手数料 192 72,232 

* 対債権機関の機関数、NII の支払額には次期繰越分（7 機関、823 円）が含まれています。 
 
■ 2020 年度第 1 四半期（2020 年 4 月～6 月） 
・利用機関数：960 
・処理対象 ILL レコード件数：78,358（NACSIS-ILL 総レコード件数：84,080） 
 

  対債務機関 対債権機関 

機関数 535 425 * 
NII の請求額/支払額 13,464,920 ▲ 7,093,331* 

内
訳 

相殺金額 9,940,977 ▲ 9,940,977 
運営費（税込） 3,524,400 2,805,000 
前期債権繰越額 ▲ 457 ▲ 366 
振込手数料 0 43,012 

* 対債権機関の機関数、NIIの支払額には次期繰越分（9機関、3,757円）が含まれています。 
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■ 2020 年度第 2 四半期（2020 年 7 月～9 月） 
・利用機関数：963 
・処理対象 ILL レコード件数：115,666（NACSIS-ILL 総レコード件数：125,117） 
 

 対債務機関 対債権機関 

機関数 548 415* 
NII の請求額/支払額 14,249,658 ▲ 14,165,115* 

内
訳 

相殺金額 14,234,856 ▲ 14,234,856 
運営費（税込） 14,850 4,950 
前期債権繰越額 ▲ 48 ▲ 3,709 
振込手数料 0 68,500 

* 対債権機関の機関数、NII の支払額には次期繰越分（24 機関、10,791 円）が含まれていま

す。 
 
■ 2020 年度第 3 四半期（2020 年 10 月～12 月） 
・利用機関数：964 
・処理対象 ILL レコード件数：124,572（NACSIS-ILL 総レコード件数：135,507） 
 

  対債務機関 対債権機関 

機関数 536 428* 
NII の請求額/支払額 14,569,445 ▲ 14,505,856* 

内
訳 

相殺金額 14,570,015 ▲ 14,570,015 
運営費（税込） 3,300 0 
前期債権繰越額 ▲ 3,870 ▲ 6,921 
振込手数料 0 71,080 

* 対債権機関の機関数、NII の支払額には次期繰越分（25 機関、11,842 円）が含まれていま

す。 
 

（NACSIS-CAT/ILL 担当） 
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CiNii Books での並立書誌の表示について 
 

2020 年 8 月 3 日（月）から CAT2020 が適用され、並立書誌が作成されたことに伴い、CiNii 
Books で並立書誌を表示するように対応いたしました。並立書誌がある場合は、図書詳細表示画

面の書誌事項の直後に表示されます。詳細は以下のヘルプページをご参照ください。 
 

URL：https://support.nii.ac.jp/ja/cib/manual_bib 

 
（CiNii 担当） 

 

CiNii Research の公開について 
 
これまで国立情報学研究所では、研究者や図書館員が文献情報を発見するための基盤として

CiNii を提供してきました。 
 
一方近年、オープンサイエンスの考え方が浸透し、文献だけでなく研究データやプロジェクト

情報など、研究活動に関わる多くの情報が公開される傾向にあります。 
 
この流れを受けて、文献だけでなく、外部連携機関、機関リポジトリ等の研究データ、

KAKEN の研究プロジェクト情報などを含めて、シンプルなインターフェースから気軽に横断検

索することが可能な CiNii Research プレ版を 2020 年 11 月 6 日（金）に公開しました。 
 

CiNii Research プレ版ではできなかった、詳細検索、複雑な検索機能（OR、NOT、フレーズ、

前方一致検索）、API 機能（OpenURL 受信機能、RDF 出力機能）を追加し、CiNii Research は
2021 年 4 月 1 日（木）に正式公開となりましたので、是非ご利用ください。 
 

URL：https://cir.nii.ac.jp/ 

 
（CiNii 担当） 
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目録システム書誌作成研修について 
 
目録システム書誌作成研修は、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・技能を身につけることを目的として、2015 年度よ

り開催しています。 
 
2020 年度は新型コロナウイルス感染防止のため開催を中止しましたが、目録システム書誌作

成研修企画ワーキング・グループと協働して、研修申込前に受講するセルフラーニング教材の開

発と研修後に受講するフォローアップ研修のオンライン開催試行を行いました。セルフラーニン

グ教材では、実際に研修で使用した課題に沿って回答プロセスを体験することにより、研修のレ

ベルと受講者のニーズがマッチするかの確認を行うことができます。また、フォローアップ研修

では解答資料の受領にとどまっていた研修内容の振り返りを、オンライン・ワークショップ形式

でグループ討議を行うことにより、一層の知識の定着を図ることを目指しました。 
 

2021 年度は、本研修（2 日）とフォローアップ研修（0.5 日）で構成されたオンライン研修を

実施します。本研修の研修課題は、「NACSIS-CAT/ILL Q & A DB」にお問い合わせいただいた

質問等を踏まえ、ワーキング・グループが作成した実践的な内容です。本研修では、受講者各自

が作成した解答案をもとにグループでディスカッションを行い、グループごとの解答を発表しま

す。 
 
詳細は、教育研修事業ウェブサイトでも公開しています。なお、研修課題等は、一部について

今後の研修でも使用する予定ですので、公開しておりません。 
 

URL：https://contents.nii.ac.jp/hrd/cat_biblio 

 
■ 2020 年度目録システム書誌作成研修企画ワーキング・グループ 

村上 遥（主査、国立情報学研究所）、布野 真秀（東京外国語大学）、羽賀 真記子（九

州大学）、中村 健（大阪市立大学）、矢崎 美香（九州女子大学） 
 

（教育研修事業担当） 
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NACSIS-CAT/ILL セルフラーニング教材の CAT2020 対応 

2020 年 8 月 3 日（月）に CAT2020 が適用されたことにより、NACSIS-CAT/ILL セルフラー

ニング教材（CAT 編）図書コースの修了には、補講「CAT2020 とは－図書の目録が変わる・こ

こがポイント－」の受講が必須となりました。

これに伴い、以下のコンテンツについて CAT2020 対応を行いました。 
 図書コースの修得テスト、セルフチェックテスト

 図書コースの検索課題集、登録課題集、検索課題集解答例集、登録課題集解答例集

 図書コース・雑誌コース・ILL 編の印刷用テキスト

 図書コース・雑誌コース・ILL 編の参考資料

URL：https://contents.nii.ac.jp/hrd/product/cat/slcat 

（教育研修事業担当）
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