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第 34 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：2022 年 10 月 31 日（月）13:00-15:10  
 

2. 場所：オンライン会議 
 

3. 出席者： 

（委員長）  
大向 一輝 東京大学 大学院人文社会系研究科 准教授 
（委員）  
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 
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） 
飯野 勝則 佛教大学 図書館専門員 
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 
塩崎  亮 聖学院大学 基礎総合教育部 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） 特任教授 
福島 幸宏 慶應義塾大学 文学部 准教授 
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 
（陪席）  
竹谷喜美江 国立情報学研究所 学術基盤推進部 次長 
（事務局）  
村上  遥 国立情報学研究所 学術基盤推進部 学術コンテンツ課 係長 
三村 千明 国立情報学研究所 学術基盤推進部 学術コンテンツ課 係員 

 
＜配付資料＞ 

委員名簿 
第 33 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 
メール審議結果（2022 年 6 月 18 日～2022 年 10 月 30 日） 

1-1. 
1-2a. 
1-2b. 
1-3. 
1-4. 

システムモデル検討作業部会 2022 年度上半期活動報告 
システムワークフロー検討作業部会 2022 年度上半期活動報告 
システムワークフロー検討作業部会 2022 年度活動計画（下半期） 
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（2022） 
図書館総合展 2022 について（報告） 
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参考資料 

 
4. 議事： 
議事に先立ち、事務局より、第 33 回委員会より第 34 回（2022 年 6 月 18 日～2022 年

10 月 30 日）まで実施されたメール審議について報告があった。 
 

議事 1 2022 年度上半期の活動について 
(1) システムモデル検討作業部会活動報告（報告） 

相原委員より、資料 1-1 に基づいて報告があった。 
 

(2) システムワークフロー検討作業部会活動報告（報告） 
 飯野委員より、資料 1-2a 及び 1-2b に基づいて報告があった。 
 

質疑・意見交換は次のとおりである。 
 「図書館システムガイドライン」は、どのような形のアウトプットを想定して

いるのか。 
 様々なベンダーに対して、共同調達にふさわしい共通の要件をまとめて、

文章の形で提案することを想定している。 
 いつ頃提示する予定でいるか。 
 今年度の中で具体化して、来年の春ごろにある程度形になったものを提示

したい。Alma だけでなく様々なシステムを想定し、汎用的なものを想定

している。今回のユーザーグループの試行でも共同調達に係るグループが

立ち上がるので、そちらと関連して議論を進めたい。 
 図書館システムガイドラインは「共同調達」を想定しているとの事だが、現時

点で早稲田大学・慶應義塾大学以外の事例は思い浮かばない。この点を進める

ということは、すでにニーズがあるという状況を想定して進めているのか。 
 海外ではコンソーシアムで導入しているという事例が多くあることを把

握している。また、日本でも、高等専門学校などでも事例があると聞いて

いるため、こうしたことが一つの流れとして存在するのは確かだと考える。 

2-1. 
2-2. 
2-3. 

2022 年度 これからの学術情報システム構築検討委員会下半期活動計画 
図書館システム・ネットワークユーザーグループ実施について（審議） 
これからの学術情報システム構築検討委員会が実現を目指すこと（案）v.12 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

2022 年度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 2022 年度活動計画 
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計画 
図書館システム・ネットワークユーザーグループ実施について（規程改定について） 
これからの学術情報システムの在り方について（2019） 
これからの学術情報システム構築検討委員会が実現を目指すこと（案）v.10 
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 了解した。 
 

(3) 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（2022）（報告） 
飯野委員より資料 1-3 に基づき報告があり、日付は公開日をもって充てる旨の補

足説明があった。 
 

質疑・意見交換は次のとおりである。 
 本文書が、システムワークフロー検討作業部会（以下、「ワークフロー部会」）

が作成し、これからの学術情報システム構築検討委員会（以下、「これから委員

会」）にフィードバックを受け、承認を得たという位置であることを説明する

ため、冒頭に前書きを加えた。 
 表記などを整え、11 月第 1 週に公開する。 
 このドキュメントは公開後、一定期間を経て更新していくのか、プロジェクト

として終了なのか。 
 ワークフロー部会の想定としては、内容は随時更新されると想定している。

今回の案は「これからの学術情報システムの在り方について（2019）」（以

下、「在り方（2019）」）に基づいているので、次の「在り方（2019）」が更

新されれば、それに応じて更新することを想定している。 
 「これからの学術情報システム構築検討委員会が実現を目指すこと」とも

関連していく。すでに研究データの位置づけなどの質問も出てきているの

で、現時点でのワークフロー部会のタスクと関連するコミュニティとの接

点、すなわち誰がどのドキュメントを更新していくのかも含めて、新たな

状況に応じた議論の体制が、今後も必要である。 
 タイトルは、提供・利活用を見据えた上の収集・作成方針案と考えてよい

か。 
 そのとおりであると考える。加えてシステムにどう生かすかという議論も

ある。 
 

(4) 図書館総合展 2022 について（報告） 
事務局より資料 1-4 に基づき報告があった。 

 
議事 2 これからの学術情報システム構築検討委員会の下半期の活動について 

(1) これからの学術情報システム構築検討委員会の 2022 年度下半期の活動について（審

議） 
事務局より資料 2-1 に基づき説明があった。 
議事 2-(2)および 2-(3)の審議をふまえ、「これからの学術情報システム構築検討委

員会が実現を目指すこと」の策定について、別にディスカッションする機会などを

設け引き続き検討することとし、当年度内の公開を目指すこととした。また、図書

館システム・ネットワークユーザーグループ設置について、2023 年度正式運用開始
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に向けた検討を進め、作業部会の再構成も含めた 2023 年度以降の体制について検

討を行うこととした。 
 
質疑・意見交換は次のとおりである。 
 作業部会の構成の見直しについて、現時点の提案としてはユーザーグループ

の作業部会が上がっているが、その他はあるか。 
 ワークフロー部会としてはユーザーグループの 2022 年度の試行の状況

も見たうえで、ワークフロー部会の体制を考えたい。 
 

(2) 図書館システム・ネットワークユーザーグループ実施について（審議） 
相原委員より資料 2-2、参考資料 4 に基づき、以下の説明があった。 
・2022 年 10 月 25 日付文書にて、国立大学図書館協会、公立大学協会図書館協議

会、私立大学図書館協会、NACSIS-CAT/ILL 参加機関に以下を通知した。 
・ユーザーグループを 2023 年度に正式に立ち上げる 
・10 月 25 日より試行的に SNS を立ち上げる 

・昨年度「協会」を提案したが、より自由に意見交換ができる枠組みの方が良いと

の声が上がり、現在の状態となった。 
・現在は情報交換用の SNS（Discord）を立ち上げ、3 つのテーマのチャンネルを

立ち上げている。 
・来年度はユーザーグループに対応した、作業部会を設置したいと考える。 
・次回これから委員会以降、参考資料 4 のような規程改定案を想定して、最終的な

改定につなげたい。 
   

審議の結果、資料 2-2 は承認された。次回（第 35 回）委員会では、参考資料 4 の規

程案について審議を行い、本年度中の改正を目指すこととした。 
 

質疑・意見交換は次のとおりである。 
 図書館システム・ネットワークユーザーグループの目的が、資料だけではよく

わからない。 
 「これからの学術情報システム構築検討委員会が実現を目指すこと」で

上げられるような、これから委員会や図書館界が実現すべきことがあり、

それを実現するためにコミュニティがある。 
ユーザーグループは、国立情報学研究所が機能強化するだけではなく、図

書館システム・ネットワークユーザー側から、よりよいシステムにするた

めに意見を言うための仕組みである。今回の試行チャンネルのように自

由に意見交換ができ、特定のトピックに焦点を当てることで、図書館側か

らの提案に基づく作業部会設立につなげ、委員会の下での活動を行う流

れを作っていきたい。 
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 コミュニティの盛り上げ方の工夫が必要である。この種の意見交換の場は、発

言する人が限られ、参加人数が多くても議論が活発にならない可能性がある。 
 最初はそれでも良いと考える。現時点では横のつながりがない状態なの

で、他の図書館の意見を参照できる場や、発言の場ができたということで、

まずは一歩が進められたと考える。もちろんあまりに議論が活発でない

状態だと問題なので、何か工夫する必要があるとは考える。 
 どういう人に参加してほしいかという定義が明記されていない。よく読んで

いくとシステムの改善に関心がある人ということが分かるが、少しハードル

が高いのではないかと思った。 
 議論を盛り立てるために工夫は必要であり、ハードルの議論は、開始後も調整

していく部分があると思う。イベントなども必要だと思う。NII も協力したい。 
 他のコミュニティのベストプラクティスを活用する、盛り上げるスキルを持

っている人に加わってもらうなどさまざまなアプローチを工夫してほしい。 
 

(3) これからの学術情報システム構築検討委員会が実現を目指すこと（案）（審議） 
第 33 回これから委員会にて作業指示を受け検討を行ったモデル部会の相原委員よ

り、資料 2-3 に基づき説明があった。 
審議の結果、これから委員会にて、別にディスカッションする機会を設ける等、引

き続き検討することとした。 
 
質疑・意見交換は次のとおりである。 
 「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（2022）」

（以下、「方針案」）は 2022 と付しており、年度更新のようなイメージだが、

「目指すこと」はどうするのか。平仄を考えるのであれば検討したらどうか。 
 平仄を合わせることに同意する。「目指すこと」のターゲット年が書かれ

ていない。 
 逆に、中・長期的なスパンであって、年度更新は考えなくてよいのではな

いか。現時点ではパワーポイントの形だが、説明者が話していくうちに補

足が加わると思うので、それを文字に起こし、まとめ、それを検証するレ

ポートを数年かけてブラッシュアップするほうが良いのではないか。 
 年度更新ほどの短期間は想定していないが、「在り方（2019）」の後継とし

て 2、3 年などのスパンをもって考えるので良いのでは。 
 文書そのものに年を付けるか、内容自体に年を設けるのか両方の議論が

あると思う。アーカイブを含めた効果を強く打ち出すべきなのか、各組織

において必要な部分を説明するための材料としての効果に重点を置くの

かといったようなことも、考えていかなければならない。 
 執行部向けに作成したとのことだが、現時点では、説明者（現場）が執行部に

この資料を使ってきちんと説明できるかというと難しいと思う。簡潔さ、図、

言葉を簡易にするなどの工夫が必要なのではないか。また、別の立場の目線で
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見る、概要と本文で整合性が取れない部分がないか、誤解を招かないかなど、

一層の精査が必要である。 
 話し手にとって高度である、聞き手にとって高度であるといった２種類

の難しさがある。どの部分がどちらの難しさに相当するのか整理が必要

である。また、部分的に切り取られた場合のリスクも懸念される。 
 スライド 2 は概要を示し、以降のスライドでそれぞれ説明していると思

うので、例えば、概要に対応するスライド No.を入れると良いのではない

か。 
 現時点の資料にはないが、「情報の質」という観点があり、学術情報の構

築の部分について「高品質な学術情報を提供していくために目指してい

るもの」を含めると良いのではないか。 
 ユースケース（スライド 11 以降）は「目指すこと」が成功した場合のこ

とかと考えるが、そういった部分にも「情報の質」がリンクする形で話す

ことができるのではと考えた。 
 さまざまな視点で確認し、順次 FIX させていく。「方針案」と同じように更新

は今後もあるとしても、「ここまで議論した」という形に整えて進めていく必

要がある。 
 別にディスカッションする機会を設ける等、引き続き検討したい。スケジュー

ルなどについて事務局と相談する。 
 

議事 5 その他 
事務局より第 1回「CAT/ILLリプレイス＆電子リソースデータ共有サービス説明会」

について報告があった。2022 年 10 月 27 日（木）に開催され、約 1450 名の視聴があ

った。第 2 回は、同年 11 月 16 日（水）に、「図書館総合展」の一環として開催される。 
以上 
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