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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平成 27 年 5 月 29 日付で公開した「これから
の学術情報システムの在り方について」に引き続き，NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化に関す
る基本方針案についての検討状況を平成 27 年 10 月 27 日付で公開しました。

URL：http://www.nii.ac.jp/content/korekara/archive/
本委員会の平成 27 年度活動報告および平成 28 年度活動計画については，電子リソースデータ
共有作業部会および NACSIS-CAT 検討作業部会の活動も含め，平成 28 年 2 月 23 日に開催した
国立情報学研究所と大学図書館との連携・協力推進会議にて報告・審議されました。当日資料お
よび議事要旨が近日中に公開予定ですので，あわせてご覧ください。

URL：http://www.nii.ac.jp/content/cpc/documents/
（CiNii/新 CAT 担当）

ERDB-JP(国内刊行電子リソースのナレッジベース)の
パートナー募集と活用事例について
NACSIS-CAT/ILL ニュースレター41 号でご紹介しましたとおり，平成 27 年 6 月 11 日より
ERDB-JP（国内刊行電子リソースのナレッジベース※）のデータ作成機関＝パートナーを募集し
ています。パートナー登録手順をご参照の上，ぜひ参加をご検討ください。
※ ナレッジベースとは，電子ブック・電子ジャーナル等の電子リソースについて，タイトル単位のアクセス情報
を管理するデータベースです。

URL：https://erdb-jp.nii.ac.jp/ja/registration
1.

パートナー一覧
平成 28 年 2 月 1 日現在のパートナーは以下のとおりです。
(ア) パートナーA（29 機関：国 18，公 1，私 6，共 2，他 2）

※機関名五十音順

秋田大学，大阪教育大学，大阪市立大学，岡山大学，お茶の水女子大学，帯広畜産大学，
鹿児島大学，金沢大学，九州大学，京都大学，慶應義塾大学，神戸松蔭女子学院大学，
国際農林水産業研究センター，国立極地研究所，国立情報学研究所，島根大学，
西南学院大学，筑波大学，電気通信大学，東京海洋大学，東京学芸大学，富山大学，
農林水産研究情報総合センター，一橋大学，広島大学，佛教大学，北海道大学，立命館大学，
早稲田大学
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(イ) パートナーB（4 機関：国 1，私 3）

※機関名五十音順

京都精華大学，甲南大学，同志社大学，名古屋工業大学

URL：https://erdb-jp.nii.ac.jp/ja/partnerslist
2.

データの活用事例
ERDB-JP のデータはオープンなライセンス（CC0）で公開されているため, CiNii Books
や商用ナレッジベースでも活用されています。2016 年 2 月現在，ProQuest 社と Ex Libris
社のナレッジベースで活用されています。
(ア) CiNii Books の事例
CiNii Books では，平成 26 年 11 月 4 日より ERDB-JP のデータを利用し，電子版が
存在するデータについては「電子ジャーナルにアクセスする」部分にオレンジ色のボタ
ンを設置しています。ボタンのリンク先に誤りを発見した場合は，ERDB-JP のパート
ナーになっていただくことで，直接修正が可能になります。

利⽤者

CiNii Books

検索
データ
取得

学会サイト

作成
修正

図書館

機関リポジトリ

図 1 : ERDB-JP と CiNii Books とのデータ連携イメージ

3

NACSIS-CAT/ILL ニュースレター42 号 (2016.3.4)

(イ) 京都大学の事例
京都大学では，機関リポジトリに収録している大学発行の電子ジャーナル等を
ERDB-JP に登録しています。そのデータが ProQuest 社のナレッジベースに投入され,
電子ジャーナルの A to Z リストや OPAC, 各種データベースから機関リポジトリへのナ
ビゲートを可能にしています。
収録年や URL 等, 電子ジャーナルの情報に変更があった場合には，ERDB-JP のデー
タを修正することで，CiNii Books を含む，ERDB-JP のデータを利用している全機関と
修正情報を共有することができます。

ナレッジベース
(ProQuest)

OPAC
（京都⼤学）

利⽤者

データ
取得

検索

作成
修正

図書館

機関リポジトリ
A to Z リスト
(ProQuest)

図 2 : ERDB-JP と大学図書館とのデータ連携イメージ

3.

ERDB-JP の可能性
京都大学の事例のように，商用のナレッジベースを契約していない場合でも，ERDB-JP
のデータをエクスポートして直接 OPAC に登録することで，同様の利用者サービスを提供す
ることができます。また，システム面では，各大学の機関リポジトリと連携した自動データ
更新など，機能の拡充を予定しています。
ERDB-JP では，収集・管理しているデータを国内の大学図書館等で活用していただくと
同時に，国際的なプロジェクト（GOKb 等）との連携を進めることで，世界への情報発信の
基点となることを目指しています。
（CiNii/新 CAT 担当）
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NACSIS-CAT/ILL 参加館情報の Web 申請および
ILL 文献複写等料金相殺サービスの申請システムリニューアルについて
平成 28 年 4 月より，NACSIS-CAT/ILL 参加館情報の新規・変更・取消申請が Web 申請に変
更になります。また，同時に ILL 文献複写等料金相殺サービスの申請システムもリニューアルい
たします。

図 3 : 新しい申請システムのトップ画面

リニューアルに伴い，ILL 文献複写等料金相殺サービスの申請システムについては，平成 28
年 3 月末（詳細未定）に 1 週間程度の停止を予定しております。NACSIS-CAT/ILL 参加館情報
の申請含め，この期間中の申請受付業務がすべて停止いたしますので，ご注意ください。新シス
テムの URL 等も含め，詳細は 3 月末に NACSIS-CAT/ILL Web サイトのニュースおよび
NACSIS-CAT 参加館情報に記載されているメールアドレス（cat-lib メーリングリスト）宛にご
連絡する予定です。
新システムで使用するアカウントとパスワードは以下の通りです。4 月以降は問い合わせが集
中する可能性がありますので，アカウント・パスワードがご不明な場合は 3 月中に各担当までお
問い合わせください。
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・ NACSIS-CAT/ILL 参加館情報の Web 申請
アカウント：利用番号（A+5 桁の数字）
パスワード：利用番号のパスワード
→「目録所在情報サービス担当者登録書」をご参照ください
問い合わせ先：国立情報学研究所 NACSIS-CAT 担当

catadm@nii.ac.jp

・ ILL 文献複写等料金相殺サービスの Web 申請
アカウント：ILL 機関番号（ILL+7 桁の数字） ※従来通りです
パスワード：ILL 機関番号のパスワード ※従来通りです
→「国立情報学研究所 ILL 文献複写等料金相殺サービス利用承認書」をご参照ください
問い合わせ先：国立情報学研究所 NACSIS-ILL 担当 illadm@nii.ac.jp
なお，NACSIS-CAT/ILL 参加館情報の Web 申請には申請に関わる連絡のため，最初にメール
アドレスを登録いただきます。以下に登録手順を記載いたしますので，事前にご確認をお願いい
たします。
※複数の利用番号をお使いになっている機関の場合，
「申請に使用する利用番号」のみメールアド
レスの登録していただければ結構です。
1.

新システムのトップページから「3-1.参加館情報の変更・取消申請」をクリックします。

図 4 : 新しい申請システムのトップ画面（一部）

2.

サインイン画面が開きますので，利用番号（A+5 桁の番号）とパスワードでサインインしま
す。
※「パスワードを再設定する」はメールアドレスの登録後にご利用いただけます。

図 5 : サインイン画面
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3.

サインイン後，ユーザー編集画面が開きますので，e-mail と現在のパスワードを入力して「更
新する」ボタンを押してください。

図 6 : e-mail 登録画面

4.

「更新する」ボタンを押すと「アカウント情報を変更しました」というメッセージが表示さ
れ，申請画面が開きます。

図 7 : 申請画面

（NACSIS-CAT/ILL 担当）
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DNMARC のプレフィクスの種類の追加について（報告）
平成 27 年 12 月に，参照ファイル DNMARC のプレフィクス（書誌 ID の先頭 2 文字）の種類
の追加を行いました。新設したプレフィックスは「GE」です。これによって DNMARC の書誌
レコード ID は，
「GD」で始まるものと「GE」で始まるものの 2 種類となります。
（NACSIS-CAT 担当）

NII での目録品質管理（10）
目録品質管理の実際を紹介する第 10 回は，NACSIS-CAT での図書関係の事項についてご紹介
します。
「BISAC Subject Heading」または「RAMEAU(Répertoire d'autorité-matière encyclopédique
et alphabétique unifié)」で記述された SH フィールドのある書誌レコードを流用入力する場合の
注意点は？
本誌 41 号にてお知らせしたとおり，NACSIS-CAT の「件名標目表の種類コード」
（「コーディ
ングマニュアル」付録 1.5）に，
「BISACSH」と「RAM」の二つを追加しました。
それぞれ記述に特徴がありますので，参照 MARC からの流用時には，
「コーディングマニュアル」
等に準じ，適切な形に修正してください。
具体的な注意点は，以下の通りです。
１）BISAC Subject Heading
件名の種類コード：
「BISACSH」
米国の書籍産業研究グループ（BISG：Book Industry Study Group）が管理し，書店等で用いら
れている件名標目表です。主に USMARC において出現します。
特徴：
・件名標目表の種類コードが「FREE」のものがある。
・件名間の区切り記号が「／」である。
・大文字使用法に準じていない。
・件名の最後に「. bisacsh」の文字列が入っていることがある。
＜修正例＞
修正前 SH: FREE: LANGUAGE ARTS & DISCIPLINES / Linguistics. bisacsh //K
修正後 SH:BISACSH:Language arts & disciplines -- Linguistics//K
（
「FREE」を「BISACSH」に，大文字使用法に準じて修正，区切り記号を「/」から「--」に，
8
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末尾の「. bisacsh」を削除）
２）RAMEAU (Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié)
件名標目表の種類コード：
「RAM」
パリ国立図書館の件名標目表です。主に USMARC，DNMARC 内のフランス語書誌レコードに
おいて出現します。
特徴：
・件名標目表の種類コードが「FREE」のものがある。
・件名の冒頭または末尾に「
（ram）
」
「. ram」の文字列が入っていることがある。
＜修正例＞
修正前

SH: FREE : Europe -- Conditions sociales -- Jusqu'à 1492. ram //F

修正後

SH: RAM : Europe -- Conditions sociales -- Jusqu'à 1492//F

（
「FREE」を「RAM」に書き換え，末尾の「. ram」を削除）
修正前

SH: FREE : (ram)Merleau-Ponty, Maurice, 1908-1961//H

修正後

SH: RAM:Merleau-Ponty, Maurice, 1908-1961//H

（
「FREE」を「RAM」に書き換え，冒頭の「(ram)」を削除）

既に NACSIS-CAT には，未修正のまま流用入力された書誌レコードが多数存在しています。
既存レコードの修正については，必須とはせず，各館の判断にお任せします。修正する場合には，
発見館修正可，所蔵館への修正報告不要とします。
また，参照 MARC の変換仕様の改訂等により，修正作業の軽減をはかっていきたいと考えていま
すが，NII による既存レコードの一括修正については，特に予定していません。
（NACSIS-CAT 担当）
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ILL 文献複写等料金相殺サービス処理報告
（平成 27 年度第 2 四半期，平成 27 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。
■ 平成 27 年度第 2 四半期（平成 27 年 7 月～9 月）
・利用機関数：907
・処理対象 ILL レコード件数：154,190（NACSIS-ILL 総レコード件数：167,697）
対債務機関
機関数
NII の請求額/支払額

532
17,108,422

対債権機関
375*
▲17,021,425*

内訳

▲17,089,381
17,089,381
19,440
14,580
▲399
▲6,159
0
59,535
* 対債権機関の機関数，NII の支払額には次期繰越分(25 機関，12,524 円)が含まれています。
相殺金額
運営費（税込）
前期債権繰越額
振込手数料

■ 平成 27 年度第 3 四半期（平成 27 年 10 月～12 月）
・利用機関数：910
・処理対象 ILL レコード件数：169,092（NACSIS-ILL 総レコード件数：184,030）
対債務機関
機関数
NII の請求額/支払額

511
18,096,328

対債権機関
399*
▲18,035,034*

内訳

▲18,089,450
18,089,450
9,720
0
▲2,842
▲9,682
0
64,098
* 対債権機関の機関数，NII の支払額には次期繰越分(26 機関，11,361 円)が含まれています。
相殺金額
運営費（税込）
前期債権繰越額
振込手数料

（NACSIS-ILL 担当）
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教育研修事業要綱の冊子体発行終了
『教育研修事業要綱』につきまして，毎年度，冊子体を発行してまいりましたが，事務効率化・
経費削減の観点から，平成 27 年度をもって冊子体の発行を終了いたします。
平成 28 年度以降は，
『教育研修事業要綱』を Web サイトに掲載いたしますので，そちらをご参
照くださいますようお願い申し上げます。

URL：http://www.nii.ac.jp/hrd/ja/apply/index.html
（教育研修事業担当）

研修申込システムのリプレース
研修申込システムのリプレースを行います。平成 28 年 3 月末をもって，従来の研修申込システ
ムから新しい研修申込システムに切り替えを行います。
新しい研修申込システムは，平成 28 年 4 月よりお使いいただけます。使用方法に変更がありま
すので，ご注意ください。マニュアル等につきましては，平成 28 年 3 月末に連絡担当者にご連絡
する予定です。

URL：http://www.nii.ac.jp/hrd/ja/apply/process.html
（教育研修事業担当）

平成 27 年度学術情報システム総合ワークショップ実施報告
平成 27 年 6 月 25 日（木）～12 月 25 日（金）の間，
「NACSIS-CAT の運用モデル再考」をテー
マに，国立情報学研究所において学術情報システム総合ワークショップを開催しました。
本研修は，平成 25 年度より，国立情報学研究所と大学図書館が連携・協力して解決しなければ
ならない学術情報流通にかかる課題解決のために，学術情報システムに関する総合力を身につけ
ることを目的として開催しています。
受講者は，本年度のテーマに関して次のいずれかの個別テーマを選択し，２つのグループに分
かれて，実践的な調査・検討を行いました。
(1) 外部データの活用を含む所蔵登録の簡素化
(2) 目録センター館制度を含む書誌作成の改善
開催日程は，集合研修 3 回に加え，約 6 ヶ月間に亘り，各自の機関で研修課題に取り組みまし
11
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た。
集合研修では，講義・グループ討議・全体討議，自館における研修期間には，各グループのテー
マに沿った実験・調査・検討作業を重ね，報告会では，その成果発表と講師も交えた全体討議を
行い，実際のサービス改善につながるワークショップとなりました。
カリキュラム，講義資料，受講者の成果物等は，教育研修事業ウェブサイトでも公開していま
す。

URL：http://www.nii.ac.jp/hrd/ja/ciws/result.html


開催日程

開催会場等

開催日

国立情報学研究所 [第 1 回：講義等]
各自の機関
国立情報学研究所 [第 2 回：中間検討会]
各自の機関
国立情報学研究所 [第 3 回：報告会]
各自の機関

27.06.25（木）～ 6.26（金）
27.06.29（月）～ 8.05（水）
27.08.06（木）～ 8.07（金）
27.08.10（月）～11.26（木）
27.11.27（金）
27.11.30（月）～12.25（金）



講義内容

月日

講義名

講師
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）

ワークショップ趣旨説明

6/25

6/26

これからの学術情報システム構築の方向
佐藤 義則（東北学院大学文学部教授）
性
「これからの学術情報システム」の在り方 熊渕 智行（東京大学附属図書館 情報管理
について
課）
高橋 菜奈子（国立情報学研究所 学術基盤推
これからの NACSIS-CAT の制度設計
進部 学術コンテンツ課）
藤井 眞樹（一橋大学 学術・図書部 学術情
CAT データの分析手法
報課）



受講者一覧

班

成果物タイトル（テーマ）

1

外部データ活用のための参照 MARC 比較調
査と NACSIS-CAT 新モデルの提案

2

NACSIS-CAT の運用モデル再考：目録セン
ター館を含む書誌作成の改善



各班成果報告書概要

受講者
安藤 大輝 （国立国会図書館）
末田 真樹子（神戸大学）
萩原 泰子 （九州大学）
原 智子
（秋田大学）
木下 直
（千葉大学）
松尾 真木子（北海道大学）
南山 泰之 （国立極地研究所）

１班 外部データ活用のための参照 MARC 比較調査と NACSIS-CAT 新モデルの提案
平成 27 年度学術総合ワークショップのテーマは，NACSIS-CAT の持続可能なサー
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ビスの実現を目指し，
「NACSIS-CAT の運用モデル再考」と設定された。これに関連
して，本調査では，「外部データの活用を含めた所蔵登録の簡素化」という個別テー
マのもと，参照 MARC の調査，および，NACSIS-CAT の新モデル案の検討を行った。
調査では，
流用登録されたレコードを対象に，
(1)参照 MARC（JP/TRC/US/UK/DN）
と NACSIS-CAT レコードの一致率の算出，(2)不一致データのサンプル調査による不
一致項目の分類を行った。2 つの調査により，現在の参照 MARC を利用する際に修
正が必要な割合は，0.87%～6.02%であることがわかった。
この結果にもとづき，新モデル案を検討した結果，
「修正レコードは新規データとし
て扱い，外部データと新規データを名寄せにより利用する書誌作成モデル」がもっと
も実現可能性が高いという結論にいたった。
今回の調査では，外部データとして国内外の主要 MARC のみを調査したが，今後，
他の MARC や MARC 以外の外部データについても同様に調査することにより，新モ
デル案のデータとして活用することも可能である。
２班 NACSIS-CAT の運用モデル再考：目録センター館を含む書誌作成の改善
共同分担方式の最適化に向けた見直しに関しては「次世代目録所在情報サービスの
在り方について(最終報告)」(2009 年 3 月)をはじめとして，具体的な提案がなされて
いる。本調査はこれらの提案をもとに，書誌作成の改善に向けての運用モデル構築を
目指すものである。しかし，運用モデル再考にあたっては，共同分担方式の理念と実
態との乖離が NACSIS-CAT の課題として挙げられているが，書誌作成の対象資料や
作成館の「実態」について，モデル再考に必要な情報を把握できているとはいえない。
そのため，本調査においては，モデル再考にあたっての第一段階として，作成してい
る書誌とその作成館の実態を把握することを目的とした調査を行った。
調査では，予備調査として行った①書誌作成機能分担のシミュレーション，②書誌
作成所要時間調査，を踏まえ，③オリジナル書誌の言語別・形態別分析，④インタ
ビュー調査によるスキル分析，⑤オリジナル書誌データの内容分析，⑥オリジナル書
誌作成の地域分析，を行った。これらの調査により，オリジナル書誌作成の全てを少
数の館に集中化させるプランは現実的でないものの，内容を判断するために特殊な知
識を要する一部の資料については検討の余地があることが分かった。また，
NACSIS-CAT 独自構造である階層構造，VOL 積みの修正が目録作業時の負担になっ
ていることが窺われた。
調査の結果を踏まえ，書誌作成の改善のモデルとして，参加機関が平等に書誌作成
を行なう分担方式ではなく，オリジナル書誌作成館と非作成館に参加機関を二分する
のでもない，調整役を導入しスキルを持つ「センター館」と連携する共同分担方式を
提案する。



平成 28 年度のご案内（予定）
平成 28 年度は，テーマを「研究データを用いたサービスの調査・企画」とする予定です。
本研修に係る詳細は，
『平成 28 年度教育研修事業要綱』として，下記ウェブサイトでお知らせ

します。
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URL：http://www.nii.ac.jp/hrd/ja/apply/index.html
（教育研修事業担当）

平成 27 年度目録システム書誌作成研修（試行）実施報告
平成 27 年 12 月 17 日（木）～12 月 18 日（金）に，国立情報学研究所において目録システム
書誌作成研修（試行）を開催しました。
本研修は，平成 27 年度より，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開催しています。
今回は 35 名のご応募をいただき，選考の結果，20 名が受講することとなりました。
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から作成しまし
た。研修では，最初に個人で書誌作成に取り組んでいただき，次にそれをベースにしてグループ
で検討し，グループ毎の解答を発表するという流れで進みました。
カリキュラム等は，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：http://www.nii.ac.jp/hrd/ja/cat/biblio_index.html


開催日程

開催会場等

開催日

国立情報学研究所

27.12.17（木）～12.18（金）



カリキュラム

月日
12/17

12/18

内容
開講式，研修主旨
グループ編成，討議，使用可能なツール等について
各課題のポイント（出題意図）説明等
演習／個人解答例作成
グループ演習
グループ発表
第 1 日のまとめ
補講「電子ジャーナル書誌の記述について」
演習／個人解答例作成
グループ演習
グループ発表
全体まとめ
閉講式
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平成 28 年度のご案内（予定）
平成 28 年度も，平成 27 年度と同様に開催する予定です。
本研修に係る詳細は，
『平成 28 年度教育研修事業要綱』として，下記ウェブサイトでお知らせ

します。

URL：http://www.nii.ac.jp/hrd/ja/apply/index.html
（教育研修事業担当）

15

