株式会社サンメディア主催

第 14 回 学術情報ソリューションセミナー 2018 in TOKYO

〜始まりを創る〜
毎回パワーアップしているので、

毎年参加したいセミナーです︕

毎年このセミナーで情報収集
するのが恒例になっています。

いろんなテーマのお話が
きけて、視野を広げる
難しい内容にも関わらず、

ことができました。

分かりやすくて勉強に
なりました。

どの講演もまだまだききたいと
思う内容で、

⼀⽇があっという間でした。

※2017 年の学術情報ソリューションセミナーで実施したアンケートより抜粋

学術出版とその利⽤は、⼤きな変化のうねりの中にあります。⽶国では NIH などの公的助成を受けて発表された論⽂は PubMed Central で公開され
ていますが、EU でも公的助成を受けた全ての科学系論⽂を 2020 年までにフリーで利⽤できるようにすることが、2016 年に決定されました。また
ドイツやフランス、オランダではコンソーシアム契約の⾒直しが⾏われています。オランダでは「publish-and-read model」という新しいオープン
アクセス利⽤契約が⼤学連合（VSNU）と出版社との間で合意がされました。このような新しい取り組みのはじまりは、新しい時代の始まりでもあり
ます。今年のソリューションセミナーは、
” The beginning of the beginning” のテーマのもとで、学術情報流通の新しい始まりに注⽬します。

2018 年

6 ⽉ 29 ⽇（⾦）

9:30 〜 17:20（開場 9︓00）（予定）

↑浅草⽅⾯

【ご注意︕】

会場︓ ⽇本橋三井ホール

会場は「COREDO 室町 1」
です。
「COREDO ⽇本橋」

東京都中央区⽇本橋室町 2-2-1
ＣＯＲＥＤＯ室町 1

とお間違えのないよう
ご注意ください。
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⽇本橋三井ホール
（COREDO 室町 1）

三井本館

■東京メトロ

⽇本橋三井ホール

参加費

無料

定員

250 名

東京都中央区⽇本橋室町 2-2-1
ＣＯＲＥＤＯ室町 1 5F（エントランス 4F）

○銀座線・半蔵⾨線「三越前」駅直結 A6 出⼝
○銀座線・東⻄線・都営浅草線「⽇本橋」駅より徒歩 5 分

COREDO 室町 1
地下 1 階⼊り⼝

A5
三越本館

A4
A1

A3

■JR

○総武線快速・横須賀線「新⽇本橋」駅地下道直結
地下道を東京メトロ [ 三越前駅 ] ⽅⾯へ移動 A6 出⼝
○⼭⼿線・中央線・京浜東北線「神⽥」駅東⼝より徒歩 9 分
JR 神⽥駅 [ 東⼝ ] を出て中央通りを⽇本橋⽅⾯にお進みください
○⼭⼿線・中央線・東海道線「東京」駅⽇本橋⼝より徒歩 9 分
[ ⽇本橋⼝ ] を出て常盤橋を渡り⽇本銀⾏前を通り
三越前⽅⾯にお進み下さい

三越新館

A2

東京メトロ
三越前駅
B5

→押上⽅⾯

B6
↓渋⾕⽅⾯

プログラムは裏⾯をご覧ください

参加のお申込みは Web フォームから

http://www.sunmedia.co.jp/form

PROGRAM
9:00 〜
9:30 〜 9:35

14:05 〜 14:55

セッション３

20 分で解決できるか !?

開場

9:35 〜 10:35

主催者挨拶

Summon への挑戦状

講演１

株式会社サンメディア e-Port
⾺淵 沙織、⼤和⽥ 啓太

オープンサイエンス時代の学術情報検索

Summon が繰り出す⽂献検索とは
〜東邦⼤学における活⽤事例〜

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 特任研究員
加藤 ⽂彦 様

10:35 〜 10:55 セッション 1

東邦⼤学医学メディアセンター 電⼦情報部⾨
黛 崇仁 様

14:55 〜 15:05

学術情報のトレンドと最新情報

休憩

15:05 〜 15:55

IOP 英国物理学会出版局東京事務所
ワイリージャパン

講演 3

ブロックチェーンを利⽤したトレーサビリティ
- ⽂書・著作権・情報管理の未来 -

10:55 〜 11:55 講演２

株式会社 INDETAIL
代表取締役
坪井 ⼤輔 様

電⼦コンテンツの利⽤⽅法を変える
セキュリティ技術の最新トレンド
Eclat Engineering Pvt Ltd.
CTO
MadhukarPai 様

15:55 〜 16:10

研究データ管理のための教材開発と
オンライン講座

11:55 〜 12:15 事例発表

図書館システムと OPAC を再び考える
（結果編）
実践⼥⼦⼤学図書館 事務部
伊藤 ⺠雄 様

12:15 〜 13:25

トレンドウォッチ

16:10 〜 16:25

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 特任研究員
尾城 孝⼀ 様

16:25 〜 16:45

休憩

e-Port Update

⽂献活⽤をスマートに

ランチ & 休憩

・⽂献の⼊⼿・利⽤・調査のための
最適なソリューション「ARROW」
・全く新しいアクセス管理「RemoteXs」

今年もランチ会を開催︕

当⽇は会場内で昼⾷をとることができます。お弁当を持参して、⼀緒に
ランチをしませんか。サンメディアスタッフもご⼀緒させていただきます。

株式会社サンメディア e-Port
前⽥ 亜寿⾹、伊藤 ミナミ

16:45 〜 17:15

13:25 〜 14:05 セッション２

講演４

⾃館運⽤から共同運⽤へ︓

学術情報のトレンドと最新情報

ERDB-JP とシステム共有化に向けた取り組み

株式会社カルガージャパン
Thieme Publishing Group / Mary Ann Liebert /
American Society of Plant Biologists
プロクエスト⽇本⽀社
シュプリンガー・ネイチャー

国⽴情報学研究所 学術基盤推進部 学術コンテンツ課
学術コンテンツ整備チーム
上野 友稔 様

17:15 〜 17:20

閉会の挨拶

※プログラムは変更となる場合がございます。ご了承ください。
※弊社のお客様を対象としたセミナーです。お申込みはお客様を優先する場合がございます。
※本セミナーに関する内容を雑誌に投稿される場合は「株式会社サンメディア主催 学術情報ソリューションセミナー」の記載をお願いします。

学術情報ソリューションセミナーは下記の皆様にご協⼒をいただいております。
協賛・協⼒出版社︓ IOP 英国物理学会出版局東京事務所、Ex Libris, a ProQuest Company、

OUP オックスフォード⼤学出版局株式会社、株式会社カルガージャパン、シュプリンガー・ネイチャー、
Thieme Publishing Group / Mary Ann Liebert / American Society of Plant Biologists、
プロクエスト⽇本⽀社、ワイリージャパン [ あいうえお順 ]

Twitter で最新情報をつぶやいているぴあ︕
フォローしてね。

Content Solutions Company

https://twitter.com/SUNMEDIA_eport

株式会社サンメディア e-Port カンパニー
本社

〒164-0012 東京都中野区本町 3-10-3 PORT ビル
Tel︓03-3299-1575
Fax︓ 03-3374-1410

e-mail︓ e-port@sunmedia.co.jp

⼤阪オフィス 〒550-0003 ⼤阪市⻄区京町堀 1-3-3 肥後橋パークビル 4F
Tel︓06-6444-7720
Fax︓ 06-6444-7730

