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はじめに

平成 18 年度に結成したデジタルリポジトリ連合 (Digital Repository Federation、通称 DRF) にとって、
4 年目を迎える今年度は、平成 22 年 2 月 5 日に発足させた新体制による新生 DRF の初年度でもある。
同日施行した要項に従い、運営委員会、3 つのワーキンググルーブ（企画、国際連携、技術サポート）、
アドバイザーからなる組織を整備し、DRF は国内最大の機関リポジトリ・コミュニティとして様々な活動を
展開してきた。
この一年を振り返ると、活動のキーコンセプトは Berlin8 (10 月 25-27 日、北京) における DRF プレゼ
ンタイトル「ひたひた」に象徴されている。当初、機関リポジトリという未知の課題に対し、各機関の実務
担当者 (図書館職員) が国公私立の枠を越えた具体的な情報交換を開始し、DRF というコミュニティを
形成してきた。コミュニティで培われた知見を背景に、各実務担当者はそれぞれの所属機関で研究者
に地道な働きかけを展開し、従来の「読者」(図書館利用者) としての研究者との関わりを越えて、「学術
論文の執筆者」としての研究者との新たな関係構築に務めてきた。そして、値上がりを続ける学術雑誌
の価格問題と、学術論文の入手において読者に費用負担を求めないオープンアクセスの考え方を説
明し、機関リポジトリへの論文登録と公開を呼びかけてきた。「ひたひた」とは、このようなコミュニティによ
る情報共有に支えられた機関リポジトリ担当者による地道なアドヴォカシイ活動と、その静かな広がりを
表現したものである。
一方、欧米では、研究資金の公的助成団体からの成果公開要請と、これに呼応した大学機関による
研究成果の公開義務化等の制度整備が注目されている。現時点で統計に基づく客観的な評価は困難
であるが、散見する機関登録公開件数等を比較すると、日本の各機関は優れた実績を示している。オ
ープンアクセスの具体的な促進において、DRF の方法論は正鵠を射ていると自負するものである。
また、この一年は、コミュニティの自立と持続性確保を検討した一年でもあった。DRF は国公私立に渡
る組織横断的な有志団体であるが、機関リポジトリやオープンアクセスはすべての大学・研究機関に共
通する課題である。この課題の周知と取組の本格化においても、DRF のコンセプト「ひたひた」が有効で
あると考えている。
ここに DRF の一年の活動をまとめ、機関リポジトリの将来を展望する糧としたい。

デジタルリポジトリ連合
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各ワーキンググループ活動概要
１．企画ワーキンググループ

国内における学術機関リポジトリの発展とオープンアクセスの興隆・拡大を図ることを目的とする DRF にお
いて、企画ワーキンググループは、機関リポジトリの持続的な運営に不可欠である情報共有と人材育成という
役割を担う。
平成 22 年度は、担当者間のみならず図書館員・研究者を交えたグローバルな情報共有およびコミュニティ
の形成を目的として、メーリングリストの活用や情報共有サイト（Wiki）の充実に加え、広報誌（月刊 DRF）の刊
行、オープンアクセスウィークイベントの開催による啓発活動、海外の文献の翻訳・公開を行った。
とりわけ広報誌（月刊 DRF）は、DRF の活動および関連イベントを逐次内外に広報・レポートし、機関リポジ
トリを取り巻く事業者へのインタビュー記事を掲載する等、コミュニティ間の情報共有の場として成長しつつあ
ると言える。
情報共有サイトについては、今年度は特に使いやすく整理することに力を入れ、「学術機関リポジトリとは
何か」「収集対象ごとの考えどころ」等の解説、これまでのメーリングリスト上の話題一覧や海外情報、参考資
料サイトへのリンク等を作成した。また、海外論文の翻訳を掲載公開するにあたっては、国際連携ワーキング
グループと連携し、文献の内容をかいつまんでメーリングリスト上でお知らせすることにより情報共有を促進し
た。
一方、人材育成部門においては、各地でのワークショップ開催による初級者・中級者向け研修および共同
リポジトリ等を核とする地域コミュニティ形成支援を計 11 回行った。このほか、前年度に引き続き国立情報学
研究所の学術ポータル担当者研修の企画・講師を務め、また、全国ワークショップを 1 回開催した。これらの
人材育成に係る研修事業がこれまでの機関リポジトリの普及と裾野拡大に大きく寄与しているのは言うまでも
なく、機関リポジトリ未構築機関・既構築機関を問わず、研修の場を継続的に提供していくことが求められて
いる。
次年度以降はさらなるコミュニティ間の情報共有を進めるとともに、研修事業を体系化し、継続的かつ全国
的な事業として位置付けていくことが必要である。
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２．国際連携ワーキンググループ

海外との情報共有、オープンアクセスや機関リポジトリに関する日本の情報の発信を目的に、今年度は以
下の活動を行った。

1. COAR 加盟および COAR ワーキンググループへの参画
Confederation of Open Access Repositories（COAR）は、オープンアクセス支援のための国際連携組織で
ある。DRF は引き続き COAR に加盟し、副議長の重職を杉田茂樹（小樽商科大学）が担った。また、今年
度立ち上がった 3 つのワーキンググループにそれぞれ、アドバイザーである土屋俊（千葉大学）、徳田聖
子（筑波大学）、土出郁子（大阪大学）が代表としてメンバーに入っている。ワーキンググループと 2 で作成
中のリソースガイドの中から有益な論文をピックアップし、企画ワーキンググループと連携して翻訳公開し
た。平成 23 年 3 月 28-29 日にハンガリーで開催された総会には杉田茂樹、土出郁子の 2 名が参加した。
2. 国際会議
国際会議での口頭発表
での口頭発表・情報交換
での口頭発表・情報交換
2003 年にオープンアクセスの実現方法を提案したベルリン宣言をフォローアップするため、年次国際会
議が開催されている。今年度北京で開催された Berlin8（10 月 25-27 日）において、徳田聖子が「Sliming in:
The Lack of Policy and the Leadership of Repository Managers」と題して DRF の活動概要、義務化政策に
よらないリポジトリマネージャーのコミュニティ形成について口頭発表を行った。「ひたひた」（Hita-Hita）と
形容したのは前田信治（大阪大学）である。
また、土出郁子は、米国ボルチモアで開催された SPARC Digital Repositories Meeting 2010（11 月 8-9
日)に参加し、SPARC のメンバー等と情報交換を行った。これに併せてアメリカ議会図書館を訪問し、保存
メタデータ等について担当者とも情報交換を行った。
3. DRF 報告書（英文）の作成と頒布
国内のオープンアクセス活動を紹介した英文パンレット「hita-hita: Institutional OA Advocacy in Japan」を
作成し、世界 769 の機関に送付するとともに、情報共有サイト（Wiki）に掲載した。先の徳田の発表にあった
「ひたひた」をキーワードとしつつ、DRF の活動（イベント、月刊 DRF 等）だけでなく、各機関のアイデアあ
ふれる広報活動および地道なコンテンツ収集活動にスポットを当て紹介したものである。海外の関連メーリ
ングリストやニュースサイトで紹介されたほか、米国 SPARC 議長から SPARC 運営委員 ML 宛にパンフレッ
トの内容を絶賛するメールが送られる等、大きな反響と高い評価を得た。COAR からは追加発送依頼があ
ったほか、上述のハンガリー総会でも取り上げられ、COAR の情報共有機能の強化 (各国における取組の
可視化) に向けた意見交換の契機となった。
4. 海外トピックの紹介および
海外トピックの紹介およびオープンアクセス週
オープンアクセス週間
オープンアクセス週間の先導
オープンアクセス週間に限らず、海外のメーリングリストの話題、翻訳文献の内容紹介等を DRF メーリン
グリストに紹介した。
SPARC 等が主催するオープンアクセス週間（10 月 18-24 日）には、日本窓口（Program Adviser）を土出
郁子が担当し、期間中の国内のオープンアクセス活動を先導するとともに、専用ウェブサイトを作成し、日
本からの情報発信を行った。
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3. 技術サポートワーキンググループ

DRF 技術サポートワーキンググループは、機関リポジトリに関する有用な技術的成果物を新たに開発・紹
介する、国内の機関リポジトリ業務担当者からの技術的な点に関する質問に回答するなど、主に技術面から
国内の機関リポジトリの普及・発展を支える役目を主な任務とする。この目的のために、今年度は以下の活動
を実施した。

1. ソフトウェア開発
DRF 技術ワークショップ DRFtech-Karuizawa において、国内の機関リポジトリに有用なソフトウェアの開
発を行った。成果は、以下のサイトに掲載している。
http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/index.php?DRFtech-Karuizawa2010
2. システム構築体験サイトの運営
機関リポジトリ体験サイト UsrCom の掲示板に寄せられた技術上の質問に対して、回答した。回答内容
は、以下のサイトにログインした掲示板に記載されている。
http://usrcom.ll.chiba-u.jp/
3. 技術上の質問への回答
DRF の ML である drf@ml.hokudai.ac.jp 上、或いは各ワーキングメンバー個人に対して寄せられた技術
上の質問に対して回答した。
4. ワークショップでの講演
DRF 主催 の 技術 ワ ー ク シ ョ ッ プ （ DRFtech-Kagawa 、 DRFtech-Hamamatsu 、 DRFtech-Asahikawa 、
DRFtech-Kumamoto）において、講師を務めた。成果は以下のサイトの” 技術ワークショップシリーズ”部
分に掲載されている。
http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/index.php?Events#n6163927
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各プロジェクト活動概要
1．コンテンツ増進のための調査・研究
(1) コンテンツ構築：学術雑誌論文公開促進のふたつのアプローチ
○小樽商科大学、帯広畜産大学、北海道大学

本プロジェクトは、（１）組織的な意識喚起活動 （２）義務化方針を含む制度構築 に取り組むものである。
プロジェクトの通称を「rliaison（リポジトリ・リエゾン）」とし、DRF 公開メーリングリストで趣旨説明を行うとともに
情報共有のためのメーリングリストを開設した。メーリングリストには現在 13 大学 29 名の参加がある。

1. 組織的な意識喚起活動
北海道大学で「いいとも作戦」（TV 番組「笑っていいとも」のテレフォン・ショッキングコーナーのように数
珠つなぎ式に研究者から研究者を紹介してもらい、連続的に研究室訪問を行うもの）、小樽商科大学で専
属司書制（図書館職員と研究者をマンツーマンで割り当て、機関リポジトリへの論文登録をはじめとして、
図書館サービス全体のリエゾン機能を担うもの）などの活動を行った。両大学のほか、メーリングリストに参
加の聖学院大学、金沢大学からも、研究室訪問や教員インタビュー実施の報告があった。
2. 義務化方針を含む制度構築
Stevan Harnad の関連メーリングリストへの投稿「Best Draft Model for US University Green OA SelfArchiving Mandate So Far: U North Texas」の北海道大学による翻訳を国内に提供したほか、小樽商科大
学では、科研費申請のための学内説明会において成果論文の網羅的な IR 公開を提案し、同大学からの
科研費申請のうち 27%で、計画調書『研究成果を社会・国民に発信する方法』欄に IR での公開が謳われた。
また、北海道大学でも同様の働きかけを各研究科の教員向け説明会、医学部保健学科の FD 研修におけ
る説明会等で行った。
また、リエゾン機能の推進について、対象を教員から学生に広げる参考例として、学年担任司書制（シカ
ゴ大学など）、学生専属司書制（ドレクセル大学など）などについて、メーリングリストに情報提供があった。
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(2) 著作権：オープンアクセスとセルフ・アーカイビングに関する
著作権マネジメント・プロジェクト（SCPJ プロジェクト 3）
○筑波大学、千葉大学、東京工業大学、神戸大学

1. 学協会関係者への説明会等の開催
第 3 回 SPARC Japan セミナー（平成 22 年 8 月 24 日）で発表を行うとともに、協力依頼チラシを作成し配
布したほか、パートナー学会との懇談に出席し、意見交換を行った。併せて調査に対する学会からの質問
等を踏まえて、SPARC Japan パートナー誌を刊行する STM 系 3 学会への OA 方針等に関するインタビュ
ーを実施した。また、国立大学図書館協会学術情報委員会と連携し、国内 2,462 学協会に SCPJ 調査協力
依頼及び機関リポジトリ広報資料を郵送した（資料は SCPJ サイトで公開中）。
学協会の OA に対する理解が進み、今後、リポジトリ構築機関から学協会への問い合わせの際の説明
が容易になることが期待される。
2. SCPJ データベースのデータ更新及び機能拡充
(1) データ更新
Society Copyright Policies in Japn（SCPJ）は、国内学協会のオープンアクセス対応方針を収集整理し公
開共有するプロジェクトである。SCPJ データベースに既に登録された学会の Web サイトの悉皆調査を実施
したほか、国内の主要な電子ジャーナルプラットフォームを利用している学協会に対するメール及び郵送
調査を実施し、最新のデータを SCPJ データベースに反映させた。また、各々の学会データに研究分野を
付与した。加えて、データ更新が可能となるスタッフアカウントを配布した（リポジトリ構築機関 8、学協会
6）。
第 2 期 CSI 終了時点と比較して、登録学会数が 2,162 から 2,460 と 14％増加したにも拘わらず、Gray
学会を 68.8％から 67.3％へ減少させることができた。登録学会数の増加により検索ヒット率が上昇し、コン
テンツ登録時の作業の効率化を果たした。また、SCPJ データベースのアクセス件数は月平均約 2、900 件、
年間約 35,000 件に上り、機関リポジトリのコンテンツ蓄積の促進に大きく貢献している。
(2) 機能拡充
①複数編集アカウントの制御機能、編集履歴管理機能の実装、②編集・入力画面及び統計表示の改善、
③NII「学協会情報発信サービス」に従った研究分野の分類付与、④英語版ページの作成、⑤Web フォー
ムでのポリシー連絡機能の追加を行った。また、連携機関及び本学附属図書館研究開発室長による
SCPJ-Next(仮称)に向けた意見交換会を実施し、課題等を整理した。
これらにより、学協会・他機関からの協力を得て、SCPJ データベースの円滑な運用を持続するための枠
組みが整った。また、学協会関係者が容易に類似分野の他学会の対応を俯瞰することが可能となり、各学
協会が OA 方針を検討するための支援機能が充実した。
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2．機関リポジトリの技術基盤の整備
(1) 資源識別子：オープンアクセス環境における同定機能導入のための
恒久識別子実証実験
○金沢大学、北海道大学、 千葉大学

1. DSpace1.6 の評価
DSpace1.6 は、LC 典拠などの著者典拠データをメタデータとして保有する機能を標準で持つため、モ
デルケースとして金沢大学学術情報リポジトリ（KURA）を DSpace1.6 にバージョンアップし、同時に研究者
識別子として科研費番号をわかる限り教員に遡及登録した。
この結果、（１）研究者識別子がデフォルトでハーベストの対象となるため、JAIRO への識別子のハーベスト
に crossWalk の改修など後付け作業が不要なこと、（２）ReaD、研究者リゾルバなどの IR 外部の研究者デ
ータベースを検索して ID を選択できることなど、研究者識別子の入力やオープンアクセス環境での再利
用等が極めて容易になることが確認できた。今後は他機関の機関リポジトリも DSpace1.6 にバージョンアッ
プすることで、機関リポジトリ内への研究者識別子の入力とオープンアクセス環境での著者同定機能の整
備が促進されることが期待できる。
2. 業務打合せを実施
研究者識別子入力の普及を図るための打ち合わせを 2 度行った(平成 22 年 8 月 26 日、平成 23 年 1
月 14 日)。
8 月 26 日の打ち合わせでは、DSpace1.6 へのバージョンアップによる研究者識別子の普及の可能性に
ついて議論し、金沢大学で実証実験を行うことを決定した。1 月 14 日の打ち合わせでは、連携の可能性が
ある大学や国立情報学研究所の教員も参加し、研究者識別子の今後について討論した。新たに決定した
事項はなかったが、今後のプロジェクトの方向性と情報共有を行うことができた。
3. ワークショップの開催
研究者識別子に関する情報共有を推進するため、平成 23 年 2 月 17 日にワークショップ「名寄せのこれ
から」( http://www.lib.kanazawa-u.ac.jp/kura/nayose_ws.html) を開催した。参加者は、登壇者や一般の業
者も含めて 27 名であった。
研究者識別子についての国内の識者はほぼ全員が参加することができたため、今後の国内での研究者
識別子に関するプロジェクトについて、情報共有と方向性の確認を成し得た。また、業者を含めた一般参
加者に対しても情報共有できたので、一般業者を含めた研究者識別子プロジェクトの推進の可能性がで
きた。この情報共有を元に、コミュニティ形成が可能な人的コネクションを作ることができた。
4. プロジェクトの解説サイトの
プロジェクトの解説サイトの翻訳
翻訳
プロジェクトの解説サイトの英文化を行った。この結果、世界的に進められている研究者同定に関して、
日本からの情報発信をおこなうことができた。
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(2) 機関リポジトリアウトプット評価の標準化と高度化
○千葉大学、東北大学、 筑波大学

1. 従来の統計処理の妥当性の検証
Repository Output Assessment Tool（ROAT）は、機関リポジトリの統計データを標準化し、適正な
比較評価を可能とするためのシステムである。ROAT は IP アドレスをもとに統計を処理しているが、
Cookie を用いることで、より精緻な処理ができないかの検証を行った。また、 ROAT は重複アクセスと
して処理する基準を COUNTER に準拠しているが、 COUNTER の基準の妥当性について検討し
た。
2. カウント方法の標準化に関する国際連携の推進
Meeting for Standardization of Usage Statistics of IR ならびに International Seminar on
Standardization of IR Usage Statistics を実施し、1.の検証結果を公表した。また、両イベントを通じて平
成21年度から連携を進めているドイツならびにフランスの研究グループとの連携事項について、改めて
確認した。
また、PIRUS2 プロジェクト（イギリス）と連携して、機関リポジトリへのアクセスと電子ジャーナルへのア
クセス（COUNTER 準拠）との統合等を行うことについての検討を行った。
3. 多様な分析を可能とするためのレコード処理機能の開発
2. の国際連携の推進を通じて、 ROAT においては JAIRO のデータを基に書誌情報が表示できる
ことが国外の諸活動と比較して優位な点であることが明らかとなっている一方、この仕様による限り国際
展開できないため、より望ましい仕様について検討を行った。
4. ROAT の利用促進と利用機関の拡大
利用機関数の拡大等を実現する方策の一環としてROAT のURL にnii.ac.jp を使用することなどにつ
いて国立情報学研究所と協議した。
5. ROAT 利用機関に対する技術支援
ROAT の利用機関からの各種照会に対し、必要な操作や回答を行った。
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3．情報共有
(1) 情報共有：機関リポジトリコミュニティ活性化のための情報共有
○北海道大学、小樽商科大学、大阪大学、広島大学

1. 情報共有の強化
メーリングリスト及びウェブサイトの運営により、機関リポジトリ担当者間の情報共有を支援した。オープ
ンアクセスに関する海外論文 7 本の和訳を行ったほか、平成 22 年 11 月にはウェブサイト全体の検討を
行い「学術機関リポジトリとは」「より使われるためには」といった内容を大幅に追加・また整理し、平成 23
年 2 月には DRF の活動課題やこれまでのイベントプログラム等を英訳する等してウェブサイトの充実を
図った。
2. 日本の活動を世界にアピール
英語ウェブページの他に、海外向けへの情報提供として、日本の各機関のアイデアあふれる広報活
動、地道なコンテンツ収集活動を紹介した英文パンフレット「hita-hita : Institutional OA Advocacy in
Japan」を作成し、海外 769 機関に送付した。海外の関連メーリングリストやニュースサイトで紹介されたほ
か、COAR からは追加発送依頼があり、また、米国 SPARC 議長から SPARC 運営委員 ML 宛にパンフレ
ットの内容を絶賛するメールが送られる等、大きな反響と高い評価を得た。
3. 海外機関との連携
引き続き COAR に加盟し、COAR の各ワーキンググループにメンバーを輩出し、各活動に参画した。
4. オープンアクセス週間における
オープンアクセス週間におけるアドボカシー活動
アドボカシー活動
SPARC が主導するオープンアクセス週間は、平成 22 年は 10 月 18 日～24 日で世界 94 カ国、900
名近い参加があった。この日本窓口を大阪大学が担い、各機関で啓蒙活動に利用できる広報資料を作
成送付し、また、イベントを募って講師派遣等（北海道大学および小樽商科大学の連続講演会に明治
大学（前レディング大学）の Adams A. Andrew 教授等）を行った。期間中、多くの機関から広報資料の利
用報告及び写真が窓口に寄せられた。これらの活動については、SPARC や第 7 回 DRF 全国ワークショ
ップで報告を行っている。
国内のオープンアクセス週間サイト http://cont.library.osaka-u.ac.jp/oaw/
写真サイト http://www.flickr.com/photos/drf_museum/sets/72157625209931676/
5. 機関リポジトリコミュニティ活性化に関する意見交換
第 7 回 DRF 全国ワークショップに併せ、DRF 参加館および DRF 運営委員により、機関リポジトリコミュ
ニティの今後について検討を行った。
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(2) 人材養成：機関リポジトリ担当者の人材育成
○大阪大学、千葉大学、広島大学、島根大学、浜松医科大学、奈良大学

1. DRF 技術ワークショップ、
技術ワークショップ、DRF 主題ワークショップの開催
主題ワークショップの開催
(1) 技術ワークショップ DRFtech-Kagawa（香川大学）、DRFtech-Hamamatsu（浜松医科大学）、
DRFtech-Asahikawa（旭川医科大学）、DRFtech-Kumamoto（熊本大学）を開催した。
これから機関リポジトリを始める機関の参加者を想定し、機関リポジトリ体験サイトである UsrCom
（http://usrcom.ll.chiba-u.jp/）の紹介・利用法を含め、これからの機関リポジトリ普及に貢献した。
なお、DRFtech-Asahikawa、 DRFtech-Kumamoto は、企画を公募し実施したものである。計画・実行す
る過程において、企画を担当した機関の担当者は機関リポジトリ業務へのモティベーションを大きく高め
た。
(2) 技術ワークショップ DRFtech-Karuizawa では、国立情報学研究所軽井沢セミナーハウスに DRF 加盟機
関から 8 名が参加し、junii2 チェックツールや IR サーバ負荷状況の可視化ツール等、機関リポジトリの運
営に役立つシステムを作成し、公開した。
(3) 主題ワークショップDRFmed-Nara（医学・看護学）（県立奈良医科大学）、DRF-ARt+Music+Sports（芸術・
音楽・体育）（東京藝術大学）を開催した。
(4) UsrCom 技術ワークショップを島根大学で開催し、今後の UsrCom の運用方法を議論した。

2. 全国ワークショップの開催
第 7 回 DRF 全国ワークショップ DRF7 を、図書館総合展（パシフィコ横浜）において実施した。参加者数
207 名と例年通りの集客となり、事例報告、教員の発表、元機関リポジトリ担当者からいかに機関リポジトリ
業務を全館的に実施できるか等について全国から参加した出席者と共に議論し、情報を共有した。
3. 機関主催イベントへの講師派遣
名古屋工業大学の Open Access Café に講師を派遣した。今後も、全国の各機関で実施される地道な
機関リポジトリ普及のための活動を積極的に支援し、国内の機関リポジトリを振興に努めたい。
4. 業務打合せの実施
千葉大学において、公募ワークショップの募集方法やそのプログラム立案、立候補先の選定等につい
て話し合った。

※各イベントのプログラムや会議資料は、以下に記載している。
http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/index.php?Events#n6163927
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(3) 地域支援：機関リポジトリ地域コミュニティの活性化
○広島大学、山形大学、文教大学、信州大学、福井大学、広島工業大学、山口大学、
長崎国際大学、琉球大学

1. 地域ワークショップ・研修会の企画
地域ワークショップ・研修会の企画、
、開催事務、
開催事務、講師派遣
共同リポジトリ既構築の地域（信州、沖縄、埼玉）において、構築後のフォローアップ、情報共有、参加
機関の増加を目的として、ワークショップ・研修会を企画・開催し、地域コミュニティの形成・強化に貢献した。
広島地区・九州地区においては、共同リポジトリを含む機関リポジトリをめぐる種々の課題（図書館業務との
連携、コスト分析、研究者データベースとの連携など）をテーマとするワークショップを開催し、議論を深め
た。また、これから機関リポジトリを立ち上げる機関（山梨県立大学）での講演会に講師派遣を行う等、機関
リポジトリ・オープンアクセスの裾野を拡大するための事業を行った。
2. 実務研修（
実務研修（On
On the Job Training）の実施
Training）の実施
機関リポジトリを構築して間もない機関から既構築機関へ一定期間出張し、実際の業務を行いながらそ
の技術を習得する形式の研修を行った。（島根県立大学から広島大学へ、北見工業大学から北海道大学
への実務研修の２件）それぞれ、電子化作業、教員インタビュー、仕様書案の作成、プレゼンテーションな
どでカリキュラムを構成し、１週間程度、実際の業務を行った。受講生からは、「実務研修以外では得難い
経験もあり、自館へ持ち帰って活用できる技術を多く習得した」等の声が聞かれた。
3. NII の提供するシステム基盤の運用検討等の業務打ち合わせ
NII で計画中であるシステム基盤（共用リポジトリ）について、共同リポジトリの構築・運営地域の機関との
間で意見交換会を行い、運用方法とサポート方法について議論を行った。また、デジタルリポジトリ連合の
主要事業である研修事業を担う本プロジェクトとして、次年度以降どのような体系で研修事業の展開を行う
のが望ましいのか、実務的な打合せを行った。
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4．国際連携の推進
(1) 海外発信：学術機関リポジトリの国際的視認向上のための連携活動
○金沢大学、北海道大学、小樽商科大学、千葉大学、大阪大学、広島大学

1. Berlin8 への参加
北京で開催された Berlin8 Open Access Conference（10 月 25-27 日）に発表者１名を派遣した。発表者
（徳田聖子（筑波大学））は、「Sliming in: The Lack of Policy and the Leadership of Repository Managers」と
題して DRF の活動概要（義務化政策によらないリポジトリマネージャーのコミュニティ形成）について英語
による口頭発表を行い、DRF の国際認知度を向上させた。

2. SPARC DRM への参加
米国ボルチモアで開催された SPARC Digital Repositories Meeting 2010（11 月 8-9 日）に参加者１名を派
遣し、情報収集・交換を行った。同会議で SPARC、 SPARC Europe などのメンバーと情報交換を行い、ま
た、これに併せてアメリカ議会図書館を訪問し、保存メタデータなどについて担当者とも情報交換を行った。
参加者（土出郁子（大阪大学））からは、日本の活動は世界と差がないこと、「学内発行Journal」については、
日本はリードしている分野であり、今後はこうした日本独自の取組を積極的に発信していく必要があること
がレポートされ、国内で情報共有された。
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活動日誌

平成 22 年
2月5日

デジタルリポジトリ連合要項を施行し新体制発足。運営委員会、３つのワーキン
ググルーブ （企画、国際連携、技術サポート）、アドバイザーからなる組織を整
備した。

2 月 28 日

「月刊 DRF」創刊（以後毎月刊行）

6月7日

参加館にアンケートを実施し、各館の機関リポジトリの現状と方向性、DRF のワーク
ショップ運営、総会の必要性、活動資金の確保等について確認した。

7 月 28 日～30 日
8 月 25 日～27 日

国立情報学研究所学術ポータル担当者研修に協力（講義資料作成、講師派遣）。

9 月 13 日

DRF/ShaRe 地域ワークショップ（甲信越地区）を信州大学で開催した。今年度は広
島、東京、九州でも開催し、地域ワークショップを計 4 回開催した。

9 月 15 日～18 日

DRF 技術ワークショップ軽井沢 2010 を開催。国内コミュニティに有益なツールの開
発とドキュメントの制作を行い、公開した。

9 月 21 日～22 日

DRF 技術ワークショップを香川大学で開催した。今年度は、浜松医科大学、旭川医
科大学、熊本大学でも開催し、地域技術ワークショップを計 4 回開催した。

10 月 18 日～24 日

国際オープンアクセス週間の日本窓口（Program Adviser）を担当し、期間中の国内
のオープンアクセス活動を先導した。

10 月 25 日～27 日

Berlin 8 （北京） に 1 名参加。「ひたひた：政策の不在とリポジトリマネージャーのリ
ーダーシップ」と題して口頭発表。

11 月 4 日

DRF 主題ワークショップ（医学・看護学）を奈良大学で開催した。今年度は、芸術・音
楽・体育の主題ワークショップを東京藝術大学でも開催し、主題ワークショップを計 2
回開催した。

11 月 8 日～9 日

SPARC Digital Repositories Meeting 2010（ボルチモア・米国）に 1 名参加。

11 月 25 日

第１回総会をパシフィコ横浜 （第 12 回 図書館総合展・学術オープンサミット フォ
ーラム） にて開催。(1)情報共有 (2)研鑽機会の創出 (3)国際連携 (4)関連団体との
連絡調整 の４本柱からなるミッションを再確認すると共に、運営を持続可能なものと
するため運営資金について協議した。
同日、全国ワークショップ DRF 7 を開催した （参加者 207 名）。

平成 23 年
3 月 28 日～29 日

COAR 総会、ワーキンググループミーティング（デブレツェン・ハンガリー）に 2 名参
加した。
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名簿

運営委員会

アドバイザー

逸見勝亮（北海道大学）／委員長
杉田茂樹（小樽商科大学）
片山俊治（東北大学）
関川雅彦（筑波大学）
杉山宗武（千葉大学）
入江 伸（慶應義塾大学）
内島秀樹（金沢大学）
石井道悦（広島大学）

行木孝夫（北海道大学）
逸村 裕（筑波大学）
芳鐘冬樹（筑波大学）
栗山正光（常磐大学）
竹内比呂也（千葉大学）
土屋 俊（千葉大学）
倉田敬子（慶應義塾大学）
三根慎二（三重大学）
平元健史（関西外国語大学）
渡邊隆弘（帝塚山学院大学）
池田大輔（九州大学）

ワーキンググループ
1. 企画ワーキンググループ

2. 国際連携ワーキンググループ

尾崎文代（広島大学）／主査
鈴木雅子（北海道大学）／副主査
杉田茂樹（小樽商科大学）
森 一郎（千葉大学）
守本 瞬（金沢大学）
前田信治（大阪大学）
吉松直美（九州大学）

集会企画・人材養成サブワーキンググループ
三角太郎（山形大学）
門間泰子（福島大学）
鈴木正紀（文教大学）
阿部潤也（東京歯科大学）
佐藤晋巨（聖路加看護大学）
岩井雅史（信州大学）
加藤晃一（浜松医科大学）
永井一樹（兵庫教育大学）
中山千佳子（岡山大学）
中請真弓（広島市立大学）
岩澤尚子（香川大学）
北村多樹子（高知工科大学）
吉光紀行（山口大学）
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内島秀樹（金沢大学）／主査
杉田茂樹（小樽商科大学）／副主査
鈴木雅子（北海道大学）
加藤信哉（東北大学）
逸村 裕（筑波大学）
徳田聖子（筑波大学）
土屋 俊（千葉大学）
三根慎二（三重大学）
土出郁子（大阪大学）
工藤絵理子（九州大学）

3. 技術サポートワーキンググループ
前田信治（大阪大学）／主査
野中雄司（北海道大学）／副主査
堀越邦恵（室蘭工業大学）
高久雅生（物質・材料研究機構）
武内八重子（千葉大学）
土出郁子（大阪大学）
磯野 肇（奈良大学）
大園隼彦（岡山大学）
上田大輔（広島大学）
森保信吾（広島工業大学）
深川昌彦（山口大学）
徳安由希（九州工業大学）

参加機関一覧（全 122 機関）
関東学院大学
総合研究大学院大学
長岡技術科学大学
新潟大学
新潟国際情報大学
新潟青陵大学
富山大学
金沢大学
北陸先端科学技術大学院大学
福井大学
都留文科大学
山梨大学
山梨県立大学
信州大学
岐阜大学
自然科学研究機構核融合科学研究所
静岡大学
静岡県立大学
浜松医科大学
愛知学院大学
愛知教育大学
名古屋工業大学
三重大学
滋賀大学
滋賀医科大学
びわこ成蹊スポーツ大学
京都教育大学
京都工芸繊維大学
京都府立医科大学
国際日本文化研究センター
同志社大学
立命館大学
龍谷大学
大阪大学
大阪教育大学
大阪女学院大学・短期大学
大阪市立大学
大阪府立大学
近畿大学
国立民族学博物館
関西学院大学
神戸大学
神戸市外国語大学
神戸松蔭女子学院大学

旭川医科大学
小樽商科大学
帯広畜産大学
北見工業大学
札幌医科大学
はこだて未来大学
北海道大学
北海道教育大学
室蘭工業大学
青森県立保健大学
弘前大学
岩手大学
東北大学
秋田大学
山形大学
福島大学
福島県立医科大学
茨城大学
産業技術総合研究所
筑波大学
農林水産研究情報総合センター
物質・材料研究機構
群馬大学
跡見学園女子大学
埼玉大学
城西大学
聖学院大学
文教大学
千葉大学
東京歯科大学
日本貿易振興機構アジア経済研究所
放射線医学総合研究所
慶應義塾大学
駒澤大学
順天堂大学
聖路加看護大学
東京医科大学
東京外国語大学
東京家政大学
東京工業大学
東京女子医科大学
法政大学
早稲田大学
神奈川大学
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兵庫教育大学
奈良大学
奈良教育大学
奈良県立医科大学
奈良女子大学
奈良先端科学技術大学院大学
鳥取大学
島根大学
島根県立大学
岡山大学
広島大学
広島工業大学
広島市立大学
山口大学
徳島大学
香川大学
愛媛大学
高知大学
高知工科大学
九州大学
九州工業大学
九州女子大学・九州女子短期大学
福岡教育大学
佐賀大学
長崎大学
長崎県立大学
熊本大学
大分大学
別府大学
立命館アジア太平洋大学
宮崎大学
鹿児島大学
沖縄国際大学
琉球大学
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------------------------------------------------平成 23 年 3 月 31 日
デジタルリポジトリ連合
〒060-0808 札幌市北区北 8 条西 5 丁目
北海道大学附属図書館学術システム課気付
e-mail：drf-info@lib.hokudai.ac.jp

