
学術情報委員会活動報告（平成 18年度上期） 
 
Ｉ 学術情報委員会 
1．メール会議（6/1） 
学術情報委員会委員の選出について 
 平成 18年度の学術情報委員会委員の選出を行った。 
 
2．メール会議（6/9） 
平成 18年度電子ジャーナル・タスクフォースの構成について 
電子ジャーナル・タスクフォース主査から今年度のメンバーについて報告があり、了承した。 

 
3．デジタルコンテンツ・プロジェクト第 2次中間報告書「電子図書館機能の高次化に向けて：2- 学
術情報デジタル化時代の大学図書館の取り組み -（デジタルコンテンツ・プロジェクト第 2 次中
間報告書）」を提出（7/4） 
  
4．メール会議（7/19） 
電子ジャーナル・タスクフォースの地区説明会について 
・電子ジャーナル・タスクフォースから標記企画について提案があり、了承した。 

 
5．平成 18年度第 1回委員会（平成 18年 9月 15日開催） 
１) 学術情報委員会及び各小委員会の活動報告 
 ・事務局及び土屋委員から報告があった。 
２) 学術情報委員会の今年度の活動について 
３) 各小委員会の今年度の活動について 
 ・デジタルコンテンツ・プロジェクトの電子ブックの調査については、導入館及び出版社を対

象としたものを主とし、CSIの著作権ポリシー共有機能グループとの連携では、17年度に実
施した学会へのアンケートも活用して学会への働きかけを行うこととした。 

４) 電子ジャーナル・タスクフォースの将来計画について 
 ・電子ジャーナル・タスクフォースの今後のあり方については引き続き検討を行うこととした。 
５) 電子ジャーナルにアクセス可能な雑誌バックナンバーの分担保存とデリバリーシステムにつ

いて 
６) その他 

   ・「電子図書館システムについて」協議され、国内ベンダーの対応が遅れているため、NIIとの
連携も含めて検討が必要であることが確認された。 

 
II 平成 18年度電子ジャーナル・タスクフォース活動報告 
１．平成 18年度 電子ジャーナル・タスクフォース体制 
主 査：土屋  俊 （千葉大学附属図書館長） 
出版者協議チーム（出版者との協議） 
＊関川 雅彦  （東京大学附属図書館情報管理課長） 



 半沢 智恵  （東北大学附属図書館情報管理課雑誌情報係長） 
山本 和雄  （茨城大学学術企画部学術情報課図書館専門員） 
富田 健市  （筑波大学附属図書館情報管理課長） 
川久保 美津江（筑波大学附属図書館情報管理課課長補佐） 
加藤 晃一  （千葉大学情報部学術情報課学術情報係長） 
鈴木 宏子  （千葉大学情報部学術情報課雑誌情報係長） 
守屋 文葉  （東京大学附属図書館情報管理課資料契約係長） 
熊渕 智行  （東京工業大学学術情報部情報図書館課課長補佐） 
村上 保彦  （一橋大学附属図書館情報管理課雑誌係長） 
吉田 幸苗  （横浜国立大学図書館・情報部情報企画課情報システム係長） 
渡邉 俊彦  （名古屋大学附属図書館情報システム課長） 
大塚 志乃  （大阪大学附属図書館情報サービス課雑誌情報係員） 

調査・広報チーム（電子ジャーナルの導入調査，広報活動） 
＊加藤 信哉  （山形大学学術情報部学術情報ユニット長） 
村田  輝  （東京学芸大学学術情報部情報管理課学術資料係長） 
村上 健治  （大阪大学附属図書館情報サービス課電子情報係長） 

＜備考＞＊はチーム責任者 
２．主な活動報告 
○出版者協議チーム 
１）各出版者との協議状況  
① 2007年度の契約条件が確定した出版者（IEEE-CS，IEEE-IEL）については，各大学担当者
へ通知し，タスクフォースのホームページへ掲載した。 

② OUPのバックファイルアーカイブの提供方法について，OUPと協議の結果、カレントとアー
カイブ両方のサイトライセンス契約を結んでいる機関はNII-REOとHighwireの双方からア
クセスできる方向で調整中である。 

③ Blackwellについては，2007年から e-onlyモデルを主体としたコンソーシアム提案の検討を
行っているが，Collectionモデルも継続の可能性がある。 

④ ACS，RSCについては，PULCとの協調を図り，2007年から同一の提案内容とする方向で協
議を行っている。 

⑤ Elsevierについては，2008年以降のコンソーシアムモデルの検討を開始した。 
⑥ Karger，Nature，ProQuest，Taylor&Francis，CUP の 2007年提案については継続協議中
である。 

⑦ 新聞社各社と，それぞれが提供するデータベースのコンソーシアム向けの契約モデルに関す

る意見交換を行った。今後，随時協議の機会を設けていく。 
    
２）地区説明会の開催 

昨年度に引き続き，電子ジャーナルに関する本年の協議状況の詳細等について，各地区

において説明会を実施した。今年度は特に，契約実務に対する理解促進のため，出版社協

議チームの担当者による実務関係の講演内容を追加した。 

 



（参加者）タスクフォース主査，及び，出版者協議チーム担当者 1名 

主に各大学図書館の雑誌契約担当者 

（開催日程） 

１. 北海道地区 7 月 28 日（金） 14:00～17:00 北海道大学附属図書館大会議室 

2. 東北地区 7 月 31 日（月） 14:30～17:30 東北大学附属図書館 2号館会議室

3. 北信越地区 8 月 3 日 （木） 14:00～17:00 新潟大学附属図書館会議室 

4. 東海地区 8 月 7 日 （月） 14:00～17:00 名古屋大学附属図書館大会議室 

5. 中四国地区 8 月 10 日（木） 14:30～17:30 広島大学中央図書館会議室 

6. 九州地区 8 月 22 日（火） 14:00～17:00 九州大学附属図書館視聴覚ﾎｰﾙ 

７. 近畿地区 8 月 23 日（水） 14:30～17:30 京都大学附属図書館調査室 

8. 関東・東京地区 8 月 29 日（火） 14:00～17:00 東京大学総合図書館大会議室 

 

３）その他 
Springer より e-Book のコンソーシアム提案に関する打診があり，PULC も交えてモデルの検
討を開始した。 

 
○調査・広報チーム 
１）契約状況調査 

①平成18年6月に国立大学図書館における電子ジャーナル等の契約状況調査（平成18年度）（各

大学の予算状況，主要各社の契約状況）を実施，調査結果を集計した。平成18年度の契約状

況調査では新たに電子ブック，新聞社の記事データベース，国内学会誌の項目を加えた。 

②第 53 回国立大学図書館協議会総会ワークショップ A で平成 18 年度契約状況調査に基づい

て作成した「2006 年度電子ジャーナル契約状況調査 速報版（概要）」を配布し，主査が説明

を行った。 

２）電子ジャーナル・タスクフォースのホームページの更新 

  以下の資料をホームページに逐次掲載し，更新している。 

①統計資料：平成 18 年度契約状況調査 

②交渉相手出版及び協議結果：2007 年に向けた出版社協議の状況（一覧表）と各出版社別提

案内容（提案書，申込書）等（今後掲載予定） 

③国立大学図書館協会が会員となった COUNTER の関連資料（実務コードの仮訳，準拠ベンダ

ー一覧等） 

 
III デジタルコンテンツ・プロジェクト活動報告 
１．会議等の開催状況 
（１）プロジェクト会議 
  ・平成 18年 10月第 1回開催予定 
（２）メーリングリスト会議 
  期間 平成 18年 4月 1日～平成 18年 9月 6日 
  投稿数 56通 
  議題 委員の交代について、今年度の活動計画について 



（３）他会議への参加 
  「平成 17年度ＣＳＩ委託事業報告交流会」（平成 18年 5月 16日 学術総合センター） 
  ・委員 3名、オブザーバー1名、事務局 1名参加 
（４）その他 
  ・平成 18年 6月 29日（学術総合センター） 
   「第 53回国立大学図書館協会総会ワークショップ」で昨年度実施学会調査概要を発表 
  ・平成 18年 8月 16日（筑波大学中央図書館） 
   電子出版業者（ネットアドバンス社）への聞き取り（事務局 2名参加） 
 
２．主な活動内容 
（１）第 2次中間報告の発表 
 「電子図書館機能の高次化に向けて：２－学術情報デジタル化時代の大学図書館の取り組み－

（デジタルコンテンツ・プロジェクト第 2次中間報告書）（2006年 6月）」を国立大学図書館
協会Ｗｅｂページで公表 

（２）活動計画の検討 
  今年度の活動計画(案)を作成 
（３）他会議への参加 
  NIIの「平成 17年度ＣＳＩ委託事業報告交流会」へ個別に参加 
（４）電子出版業者調査 
  ネットアドバンス社への調査 
 
３．平成 18年度委員 
主 査   植松貞夫 （筑波大学附属図書館長） 
副主査   西原清一 （筑波大学附属図書館副館長） 
委 員   杉田茂樹 （北海道大学附属図書館情報システム課システム管理係長） 
      佐藤初美 （東北大学附属図書館総務課企画渉外係長） 
      加藤晃一 （千葉大学情報部学術情報課学術情報係長） 
      鴨邦宏  （東京大学情報基盤センター図書館電子化部門デジタル・ライブラリ係長） 
      渡邉俊彦 （名古屋大学附属図書館情報システム課長） 
      北条充敏 （岡山大学情報管理課電子情報係長） 
      片山俊治 （広島大学図書館部学術情報企画課長） 
      鈴木秀樹 （九州大学附属図書館コンテンツ整備課長） 
 
オブザーバ 菊池満史 （国立情報学研究所開発・事業部コンテンツ課学術情報形成第二係長） 
 
事務局   富田健市 （筑波大学附属図書館情報管理課長） 
      平岡博  （筑波大学附属図書館情報管理課課長補佐） 


