平成 25 年度活動報告書

デジタルリポジトリ連合
平成 26 年 3 月
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はじめに

デジタルリポジトリ連合（Digital Repository Federation、通称 DRF）は平成 18 年度に結成し、平成 22 年 2
月の要項制定により運営委員会、ワーキング・グループ、アドバイザーからなる現体制に移行、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。
昨年度末をもって国立情報学研究所CSI委託事業が終了したことにより、DRFは今年度、その財政基盤
を失ったが、活動計画を大幅に見直しながら、機関リポジトリを支えるための活動を続けてきた。
今年度、学位規則の一部改正にともない博士論文のインターネット公表が義務づけられ、機関リポジトリ
による公表が原則とされたことで、博士後期課程を設置する大学においては多くの対応が求められた。
各地でリポジトリ担当者と学務担当者等とが全学的に連携しながら取り組む様子が見られ、DRF はこれま
で築いてきた担当者同士のネットワークを活かして情報共有を行い、各組織での取組みを支えてきた。し
かしながら、学位規則改正１年目を終えた現時点でも、現場からはまだ様々な悩みの声が聞かれ、引き
続きサポートを続けていくことが必要である。
一方、これまでの日本のオープンアクセスは、「ひたひた」――機関リポジトリ担当者による、研究者へ
の機関リポジトリへの論文登録の働きかけの活動――の語に表されているように、主にボトムアップ型の
活動により展開されてきた。しかしながら、欧米においては公的な研究助成を受けた研究成果物の公開
を義務付ける動きが拡大しており、公開の対象についても、従来主眼とされてきた学術論文にとどまらず、
研究データやその他の研究成果物も含まれるようになってきている。これらの公開の場として、機関リポ
ジトリに期待される役割は多様になっており、日本でも今後研究成果の公開要請および公開対象の拡大
が進むことが予想される中、リポジトリコミュニティとしては、これまでの活動に加え、今後さまざまな課題
に取り組んでいく必要があるだろう。
多様な研究成果のオープンアクセスの推進のためには、これまで以上に研究者に働きかけていくことも
必要だが、研究領域ごとの特性をはじめ、研究者コミュニティもまた多様であり、ある一つの成功例が全て
のケースにふさわしい解決策ということはない。それゆえにリポジトリの担当者の間で多様な事例、アイデ
アを共有していくことが有効であり、そこに、DRF が継続的な情報共有活動を進めていく意義がある。
また、今年度はポスト CSI の一年目にあたり、DRF はコミュニティの自立と持続性確保を検討してきた。
今後の活動計画の検討のため、10 月の総会にて DRF が行ってきた基本的な活動について出席者から
の意見を求めたところ、とりわけ人材育成や情報共有の場として DRF が高く評価されていることを確認し
ている。活動継続のために必要な自立した財政基盤を得るため、今年度７月に要項を改正し、寄付の受
入を始めたが、安定的な財源確保のためにはさらに議論を重ねていくことが必要である。
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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ワーキング・グループ活動報告

DRF において、ワーキング・グループは機関リポジトリの持続的な活動を支えるため、情報共有活動や
その他の取り組みの企画を担う。
今年度は、年度開始時より活動計画が未確定であったため、企画ワーキング・グループのみが構成さ
れ、コミュニティ間の情報共有の進展を主な目的として以下の活動を行った。
次年度以降もさらなる情報共有活動を進め、各機関のリポジトリ担当者への支援を進めていきたい。ま
た、DRF がこれまで培ってきた機関リポジトリ推進の方法論を国内に強く展開するため、地域ワークショッ
プおよび研修事業の再開を模索することが必要と考えている。
2.1 全国ワークショップ
第 10 回 DRF 全国ワークショップ（DRF10）を、第 15 回図書館総合展（平成 25 年 10 月 29 日、パシフィ
コ横浜）において開催した。
総合タイトルを「躍動するオープンアクセス」とし、3 部構成のプログラムを組んだ。第１部では、各機関
の機関リポジトリ推進事例、博士論文のインターネット公表に関する取り組み事例、JAIRO Cloud、第２部
では Altmetrics、ゴールドオープンアクセスの展望、第３部では機関リポジトリ推進委員会の動向を取り上
げ、全国から参加した出席者と議論し、情報を共有した（表１）。
ワークショップ全体では参加者 274 名と多くの集客をみた。特に、博士論文のインターネット公表に関す
る報告を含む第１部フォーラムの参加者は 187 名であり、このテーマが時宜を捉えたものと見られる（表
２）。
全国ワークショップは、機関リポジトリ担当者が、各機関における取り組みやオープンアクセスに関連し
た最新の情報を共有できる場であり、次年度以降も継続していく必要がある。
表 1 DRF10 プログラム
第１部 博士論文公開に対する取り組み～JAIRO Cloud の利用推進など～
（事例報告、博士論文公表に関する事例報告、JAIRO Cloud）
ランチミーティング
第２部 激動する学術コミュニケーション 2013
（Altmetrics、ゴールドオープンアクセス）
第３部 機関リポジトリはここまで来た、そしてどこへ向かうのか
（総会、機関リポジトリ推進委員会）
表2

DRF10 参加者数
参加者数

事前申込
当日申込
計

220 名
54 名
274 名

※ フォーラム当たり参加者数
第１部
事前申込
168 名
当日申込
19 名
計
187 名

ランチミーティング

41 名
0 名
41 名
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第２部

第３部
154 名
23 名
177 名

134 名
29 名
163 名

2.2 講師派遣
2.2.1 平成 25 年度 JAIRO Cloud 説明・講習会
国立情報学研究所の主催する、平成25年度JAIRO Cloud 説明・講習会に講師を派遣し、「機関リポジト
リの概要」、「機関リポジトリの学内整備について」、「著作権について」、「コンテンツの収集について」の
講義を担当した。各会場ともに多くの参加者を得て、また講義内容についても好評であった。
2.3 月刊 DRF の発行
DRF の広報誌「月刊 DRF」の編集・定期的発行を行った。平成 25 年度は、増刊を含む 13 号を発行し、
機関リポジトリやオープンアクセスについての最新情報および、隔月で2件の連載記事（著者：佐藤翔氏・
栗山正光氏）を新たに掲載するなど、幅広い話題を提供した。のべ 12,000 件以上ダウンロードされてい
る。
2.4. 翻訳活動
The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)を翻訳し、DRF Wiki で公開した。
DORA は米国細胞生物学会を中心に 2012 年 12 月に起草され、雇用・昇進・助成等の研究評価の際に
インパクトファクターのような雑誌ベースの指標ではなく、研究自体の価値に基づいた評価指標が必要で
あることについて、研究助成機関・学術機関・出版社・評価指標提供機関・研究者に向けた 18 の提言を公
表している。
2014 年 2 月 24 日時点で、10,419 の個人と、447 の団体がこの提言に署名している。
・DORA http://am.ascb.org/dora/
・DORA（研究評価に関するサンフランシスコ宣言）日本語訳
http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/index.php?plugin=attach&refer=Foreign%20Documents&openfile=DORA.pdf
2.5 国際連携
2.5.1 第 16 回電子学位論文国際会議における COAR 発表に協力
第 16 回電子学位論文国際会議（ETD 2013）が 2013 年 9 月 23 日から 26 日まで香港中央図書館で開催
され、ポスターセッションで DRF の真中孝行（筑波大学）が COAR のポスター“Working towards a Global
Open Access Network for Scholarship”によって COAR の活動の紹介と勧誘を行った。
巨大台風「ウサギ」の接近により急遽プログラムが変更されたが（「ウサギ・プログラム」）、100 名以上の参
加者を得て会議は行なわれた。会議には様々な国と地域から参加があり、特に香港、中国、インドの方が
目立った。
2.5.2 国際オープンアクセスウィーク（OAW）への参画
米 SPARC 主催のオープンアクセス普及を目的とする「オープンアクセスウィーク(OAW)」（10 月 21～27
日）のため、DRF 参加機関からメンバーを募り「OAW チーム」を結成して、月刊 DRF 特集記事や
DRF-wiki、メーリングリストなどを通じ国内へのオープンアクセスウィーク広報につとめた。この結果、DRF
参加機関からグッズ作成、イベント企画、ホームページによる情報発信などが行われた。チームはこれら
の国内活動の海外への発信も行った。
・国内のオープンアクセス週間サイト http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/index.php?oaw2013
・写真サイト http://www.flickr.com/photos/drf_museum/sets/72157636235661034/
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2.6 技術開発・技術支援
2.6.1 ジャパンリンクセンター（Japan Link Center: JaLC）との連携の検討
リポジトリに登録されたコンテンツに対して、ジャパンリンクセンターの DOI を付与するための課題の検
討に WG メンバーが参加した。
ジャパンリンクセンタープロジェクトは国内の各機関の学術コンテンツに国際的な識別子である DOI を
付与し、学術情報の発信力に寄与することを目的としている。機関リポジトリで公開されている論文等につ
いても、本プロジェクトによる DOI 付与を実現するため、諸課題の検討を行った。
2.6.2 「junii2 バージョン 3.0 への対応」Wiki ページ公開
平成 25 年 3 月に国立情報学研究所より発表されたメタデータ・フォーマット junii2 バージョン 3.0 への
DSpace での対応方法について、Wiki ページにまとめ、公開した。
junii2 バージョン 3.0 は、本年度より公表が義務付けられた博士論文を、国立国会図書館がハーベスト
するための要件となっている。
・junii2 バージョン 3.0 への対応
http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/index.php?cmd=read&page=tech/note/DSpace/junii2バージョン3.0への対
応
2.7 論文投稿
2.7.1 『大学図書館研究』への投稿
『大学図書館研究』に「国際連携活動の実際とノウハウ : DRF の活動を通して」と題した記事を発表した。
国際会議への参加等を通じて DRF がこれまで行ってきた、機関リポジトリに関する国際的な連携活動を
ふまえ、大学図書館コミュニティの国際活動の在り方と展望について論じた。
内島, 杉田, 鈴木他. 国際連携活動の実際とノウハウ : DRF の活動を通して. 大学図書館研究.
2013, 98 号, p. 40-50
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3 活動日誌
平成 25 年
平成 25 年 3 月から
継続して公開

DRF Wiki で学位規則対応まとめ公開

8月1日

デジタルリポジトリ連合要項改正。
要項改正に伴い、監事を置く。

8月8日

寄付の受付を開始。

8月

論文投稿：
大学図書館研究 98 号「国際連携活動の実際とノウハウ-DRF の活動を通して」

9 月 12 日

技術サポート：
junii2 ver.3.0 の対応方法を DRF Wiki に掲載

9 月 13 日

翻訳活動：
San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) 翻訳公開

9 月 23～26 日

国際連携：
国際会議「ETD2013」（香港）にて学位論文インターネット公表について発表

10 月 21 日～27 日

国際連携：
国際オープンアクセスウィーク

10 月 29 日

全国ワークショップ：
第 10 回 DRF 全国ワークショップ DRF10 の開催
第 15 回図書館総合展を会場に「躍動するオープンアクセス」という統一テーマを掲
げ、3 部構成で事例発表、講演、パネルディスカッションを行った。また、昼休みに
はランチミーティングを行った。合計 274 名の参加があった。合せてデジタルリポジ
トリ連合総会を開催した。

11 月 7 日～8 日

平成 25 年度 JAIRO Cloud 説明・講習会（宮城会場）へ講師を推薦

11 月 27 日～28 日

平成 25 年度 JAIRO Cloud 説明・講習会（愛知会場）へ講師を推薦

12 月 9 日～10 日

平成 25 年度 JAIRO Cloud 説明・講習会（兵庫会場）へ講師を推薦

平成 26 年
1 月 28 日～29 日

平成 25 年度 JAIRO Cloud 説明・講習会（福岡会場）へ講師を推薦

2 月 6 日～7 日

平成 25 年度 JAIRO Cloud 説明・講習会（東京会場）へ講師を推薦

2 月 24 日

DRF 機関リポジトリ構築・運用状況調査アンケートを実施。
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3.1 DRF 総会
平成 25 年 10 月 29 日、第 10 回 DRF 全国ワークショップ第３部フォーラムにて、DRF 総会を開催した。総
会では、DRF の今後の活動計画に向けたオープンディスカッションを行った。このときに得られた会場からの
意見を以下にまとめる。
図１は DRF の基本的活動のうち、機関リポジトリ業務を続けていくうえで必須であるものは何かという問い
に対する会場の回答である。多くの活動が必要なものと捉えられている。また、「費用負担にはそれに見合う
明確なメリットが必要」、「DRF によって大学を越えた実務担当者の横のつながりが生まれた。職員が少なくな
る中、人材育成の意味でそれそのものがメリット」などの声があった。また、出席者の 80%が「費用負担が生じ
たとしても DRF の活動自体はオープンであるべき」という意見だった。
図 1 DRF 総会での意見
0%

20%

40%

60%

公開メーリングリスト
全国ワークショップ
地域ワークショップ
新任担当者研修
中堅担当者研修
調査研究開発
国際連携活動
技術サポート活動
ウェブサイト（Wiki）
DRFそのもの

なんとかして継続が必要
廃止もやむなし

参考 全国ワークショップ参加者数
名称
参加者数 開催年月日
DRF1
103 名 平 18.11.17
DRF2
140 名 平 19.2.8
DRF3
278 名 平 19.11.9
DRF4
272 名 平 20.11.27
DRF5
319 名 平 21.11.11
DRF6
91 名 平 22.2.5
DRF7
207 名 平 22.11.25
DRF8
148 名 平 23.11.10
DRF9
149 名 平 24.11.21
DRF10
274 名 平 25.10.29

開催地
千葉大学けやき会館
早稲田大学
パシフィコ横浜
パシフィコ横浜
パシフィコ横浜
北海道大学
パシフィコ横浜
パシフィコ横浜
パシフィコ横浜
パシフィコ横浜
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80%

100%

3.2 要項改正
平成 25 年 6 月 20 日に開催された DRF 運営委員会において「デジタルリポジトリ連合要項」の変更が審議
された。この結果をうけて、平成 25 年 7 月 4 日付 DRF 第 46 号「デジタルリポジトリ連合要項の改正について」
にて、要項の改正について DRF 参加機関に意見を伺った。その結果、132 件の同意の回答が得られた。こ
れは、参加機関数 152 機関（要項改正審議期間時点参加機関数）の 3 分の 2 を超える数のため、要項第 13
条により、平成 25 年 7 月 30 日付けにて要項の改正を行った。
なお、参加機関からは、寄付及び会費制のあり方について多くのご意見をいただいている。これらについ
ては、今後も引き続き検討していく。
-----------------------------------------------------------------------------------------要項（改正箇所：下線部）

デジタルリポジトリ連合 要項
平成 22 年 2 月 5 日 施行
平成 25 年 7 月 30 日 改正

第 1 章 総則
第 1 条（名称）
この組織は「デジタルリポジトリ連合」と称し、略称を「DRF」
（「ダーフ」と読む）とする。英語
では「Digital Repository Federation」と表記し、略称は同じく「DRF」とする。以下、本要項にお
いてはこの組織を「本組織」と呼称する。
第 2 条（事務局）
本組織は、事務局を、運営委員会（第 9 条）の定めるところに置く。

第 2 章 目的及び活動
第 3 条（目的）
本組織は、大学、研究機関における、機関リポジトリを通じた学術成果の蓄積と内外への発信のた
めの情報共有を促進し、これを後援することを目的とする。
第 4 条（活動）
本組織は第 3 条に規定する目的達成に必要な以下の活動を行う。
1. 機関リポジトリ運営に関する情報共有、研鑽のためのさまざまな機会の提供
2. 機関リポジトリの相互運用性向上のための国際連携と情報共有
3. 機関リポジトリを推進する大学図書館関連団体等との連携・調整
4. その他目的達成に必要な活動

第 3 章 参加機関
第 5 条（参加機関）
本組織は、大学、研究機関等において機関リポジトリを設置またはその設置を検討しており、本組
織の目的に賛同する組織（図書館、情報基盤関連施設等）を参加機関とする。参加機関は、運営委員
会への事案提出、意見提供を行うことができる。
第 6 条（参加及び会費）
1. 本組織に参加を希望する大学、研究機関は、運営委員長（第 10 条）に参加申請書を提
出し、運営委員会の承認を受けなければならない。
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2. 参加を承認された機関は別途定める会費を事前に納めなければならない。
第 7 条（脱退）
本組織への参加の中止を希望する機関は運営委員長に脱退届を提出しなければならない。

第 4 章 運営
第 8 条（運営委員）
本組織には、運営委員（10 名以内）を置く。運営委員は、参加機関の構成員から選任し、参加機関
の 2 分の 1 以上の同意により承認する。運営委員の任期は原則として 2 年とし、1 年おきに半数を改
選する。改選等については以下のとおりとする。
1. 任期満了となった運営委員の再任を妨げない。
2. 任期中に辞した運営委員の後任の任期は前任者の残余の期間とする。
3. 任期中、所属に変更のあった運営委員の新しい所属が本組織の参加機関である場合、継続して運営
委員となることを妨げない。
第 9 条（運営委員会）
運営委員は運営委員会を構成し、活動を統括する。活動に関する事項に係る参加機関への周知及び
情報共有の方法については運営委員会が定める。
第 10 条（運営委員長）
運営委員会は、互選により運営委員長 1 名を選出する。運営委員長は、本組織を代表し、運営委員
会の承認を得た事項に関して本組織を代表して署名することができる。運営委員長に事故があるとき
は、あらかじめ運営委員長の指名した委員がその職務を代行する。
第 11 条（アドバイサー）
運営委員会は、任意にアドバイザーを置き、本組織の目的および活動に係る意見提出を求めること
ができる。
第 12 条（ワーキング・グループ）
運営委員会は、任意にワーキング・グループを置き、本組織の活動の企画、実施を委任することが
できる。
第 13 条（監事）
本組織に、監事 2 名を置く。監事は、運営委員の所属する参加機関とは異なる参加機関の管理職か
ら選任し、参加機関の 2 分の 1 以上の同意により承認する。監事の任期は、運営委員長と同一の期間
とする。
2. 監事は、本組織の会計を監査し、監査結果を運営委員会に報告する。
第 14 条（寄付）
本組織は、本組織活動に賛同する個人もしくは団体等からの寄付を受けることができる。
2. 寄付を受けるにあたっては、運営委員会の承認を得るものとする。

第 5 章 要項の変更及び本組織の解散
第 15 条（要項の変更及び本組織の解散）
以下に掲げる事項については、運営委員会が審議し、参加機関の 3 分の 2 以上の同意により議決す
るものとする。参加機関への付議の方法については運営委員会が定める。
1. 要項の変更
2. 本組織の解散
付則（平成 22 年 2 月 5 日）
1. 本要項は平成 22 年 2 月 5 日より施行する。
2. 本要項は、国立情報学研究所学術機関リポジトリ構築連携支援事業委託事業領域２「機関リポジト
リ・コミュニティの活性化」
（代表機関：北海道大学）に由来し、同事業を端緒として設立された
デジタルリポジトリ連合の活動継続を組織化するものである。ついては、それまでの活動の継続的
発展と経験の反映を効果的に行うため、前記事業の代表機関及び分担機関である北海道大学、千葉
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大学、金沢大学、広島大学により初代の運営委員会を構成するものとする。初代の運営委員の任期
については別途定める。
3. 活動に必要な経費は、活動毎の収入計画による。会費は当面の間、無料とする。
4. 本要項の施行時点におけるデジタルリポジトリ連合アドバイザーを、本要項第 11 条に基づき、ア
ドバイサーとする。同じく、企画委員会、国際連携ワーキング・グループ、技術サポートワーキン
グ・グループを、それぞれ本要項第 12 条に基づき、企画ワーキング・グループ、国際連携ワーキ
ング・グループ、技術サポートワーキング・グループとする。
付則（平成 25 年 7 月 30 日）
1. 本要項は平成 25 年 7 月 30 日より施行する。
-----------------------------------------------------------------------------------------参考：
平成 25 年 7 月 4 日
デジタルリポジトリ連合（DRF）要項改正の趣意
DRF 運営委員会
今年度のデジタルリポジトリ連合（DRF）の活動については、平成 25 年 3 月 28 日付け DRF 第 43 号（別添
参照）にてお知らせいたしましたが、国立情報学研究所をはじめ関係諸機関と連携・協力・調整しつつ、活動
を進めていく予定です。
同時に、国内の機関リポジトリ、オープンアクセスに関する活動を更に活性化し、担当者間での情報を共
有するためには、引き続き、全国ワークショップ等の集会イベントを開催する意義は大きいと考えています。
しかしながら、DRF の活動について、これまで財政面で大きな役割を果たしてきた国立情報学研究所の
CSI 委託事業が、平成 24 年度をもって終了したことに伴い、今後 DRF が主体的にワークショップ等の活動を
続けていくためには、独自の財源確保が必要となることも明らかです。
この問題について、かねてより検討を重ねてまいりましたが、財源確保の手段のひとつとして寄付を募って
はどうかとの提案があり、協議の結果、運営委員会において合意するに至りました。併せて、寄付を受けるに
あたっては、その公平性、透明性を担保するために要項の改正が必要になるとの意見も出されました。
こうした事情を踏まえ、この度、要項第 13 条に則り、参加機関の皆様に寄付受入に伴う要項改正の是非に
ついてお諮りする次第です。
なお、要項にもあるとおり、当面の間、会費は無料としておりますが、今後の主体的、持続的なDRFの活動
を維持するためには、会費の徴収を含め、財政面での検討が避けて通れない状況にあると運営委員会では
認識しています。
この問題については改めて参加機関の皆様のご意見も伺いながら検討を進めていきたいと思いますので、
その旨をご理解いただき、これまでと同様に、DRF の活動に対して、ご支援、ご協力いただきますようお願い
申し上げます。
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名簿

運営委員会

アドバイザー

新田孝彦（北海道大学）／委員長
鈴木雅子（旭川医科大学）
井上 修（東北大学）
内島秀樹（筑波大学）
杉田茂樹（千葉大学）
鈴木正紀（文教大学）
森いづみ（お茶の水女子大学）
甲斐重武（広島大学）

池田大輔（九州大学）
逸村 裕（筑波大学）
尾城孝一（国立情報学研究所）
加藤信哉（筑波大学）
倉田敬子（慶應義塾大学）
栗山正光（首都大学東京）
小山憲司（日本大学）
竹内比呂也（千葉大学）
土屋 俊（大学評価・学位授与機構）
行木孝夫（北海道大学）
平元健史（関西外国語大学）
芳鐘冬樹（筑波大学）
三根慎二（三重大学）
山本和雄（横浜国立大学）

監事
久保田壮活（小樽商科大学）
今野 穂（札幌医科大学）

ワーキング・グループ
企画ワーキング・グループ
三隅健一（北海道大学）／主査
阿部潤也（東京歯科大学）／副査
西薗由依（鹿児島大学）／副査
大園岳雄（香川大学）
大園隼彦（岡山大学）
尾崎文代（広島大学）
川井奏美（金沢大学）
佐々木翼（北海道大学）
佐藤 翔（同志社大学）
柴田育子（一橋大学）
杉山智章（静岡大学）
武内八重子（千葉大学）
松本侑子（広島大学）
真中孝行（筑波大学）
和田崇（奈良県立医科大学）
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参加機関一覧（全 155 機関）
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
北海道医療大学
北海道教育大学
北海道大学
北海道薬科大学
室蘭工業大学
青森県立保健大学
弘前大学
岩手大学
東北学院大学
東北大学
秋田大学
山形大学
福島県立医科大学
福島大学
茨城大学
産業技術総合研究所
筑波技術大学
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
大東文化大学
文教大学
淑徳大学
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
お茶の水女子大学
共立女子大学
慶應義塾大学
駒澤大学
順天堂大学
聖路加看護大学

創価大学
玉川大学
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
東京農工大学
一橋大学
文化学園大学
法政大学
星薬科大学
明治大学
立教大学
早稲田大学
麻布大学
神奈川大学
関東学院大学
総合研究大学院大学
上越教育大学
長岡技術科学大学
新潟工科大学
新潟国際情報大学
新潟青陵大学
新潟大学
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
山梨県立大学
山梨大学
信州大学
長野大学
岐阜大学
自然科学研究機構核融合科学研究所
静岡県立大学
静岡大学
静岡文化芸術大学
浜松医科大学
愛知学院大学
愛知教育大学
愛知大学
椙山女学園大学
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豊橋技術科学大学
名古屋工業大学
名城大学
三重大学
滋賀医科大学
滋賀大学
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
京都造形芸術大学
京都橘大学
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
大阪教育大学
大阪女学院大学・短期大学
大阪市立大学
大阪大学
大阪府立大学
関西大学
近畿大学
国立民族学博物館
相愛大学
桃山学院大学
関西学院大学
神戸市外国語大学
神戸松蔭女子学院大学
神戸大学
兵庫教育大学
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
奈良大学
鳥取大学
島根県立大学
島根大学
岡山大学
岡山理科大学
広島工業大学
広島市立大学
広島大学
山口大学
徳島大学
香川大学

愛媛大学
高知工科大学
高知大学
九州共立大学
九州工業大学
九州女子大学・九州女子短期大学
九州大学
福岡教育大学
佐賀大学
長崎県立大学
長崎大学
熊本大学
大分大学
別府大学
立命館アジア太平洋大学
宮崎学園
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 25 年度活動報告書
------------------------------------------------平成 26 年 3 月 14 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

