平成 20～21 年度の活動と今後の展望

デジタルリポジトリ連合
平成 22 年 3 月

はじめに
科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会学術情報基盤作業部会が，2009 年 7
月に「大学図書館の整備及び学術情報流通の在り方について」（審議のまとめ）を公表しま
した。
この報告書では，「オープンアクセス推進の意義・必要性」について，「論文などの学術
研究成果は，本来，人類にとって共通の知的財産であり，その内容を必要とする全ての人
がアクセスできるようにすることが求められる」と述べております。また，学位論文，研
究報告書，授業資料など「これまであまり流通していなかった様々な学術情報が電子化さ
れ，広く流通することにも繋がるものであり，学術研究活動全体の活性化にも有意義であ
る」とも述べております。
「機関リポジトリの今後の在り方と課題」の項では，① 大学全体におけるリポジトリ事
業の位置付けの明確化，図書館業務としての定着，大学独自のシステムの構築と維持体制
の整備，② 各機関が共通利用できる共用リポジトリシステムの構築，③ 研究者自らによる
論文登載を促進するソフトウエアの開発，④ 機関リポジトリの重要性を認識してもらうた
めに，また登載論文数の増加・質の向上を図るためにも研究者への働きかけを強化する，⑤
図書館職員の専門性の向上などを掲げております。
オープンアクセス・機関リポジトリに関する記述を，ごくかいつまんで紹介しました。
改めて申し上げるまでもなく，機関リポジトリを担っている図書館職員にはこの報告書は
必読の文献であります。大学の中枢，研究者も同じように考えていただくためにも，是非
読んでおくべきと考えます。
一方，11 月 6 日に公表された国立大学法人評価委員会「平成 20 年度に係わる業務の実績
に関する評価の結果について」の「国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況」
では，図書館への言及がありました。「学術情報基盤の整備」の項で，お茶の水女子大学の
ラーニングコモンズの例とともに，名古屋大学の「名古屋大学学術機関リポジトリ」と「教
員プロフィール」
「名大の研究」などをリンクさせ「学術論文へのアクセスを容易にするよ
う取り組んでいる」例が紹介されております。大学評価に際して，大学図書館に関する記
述があることは，大学における図書館の位置にもかかわる極めて重要なことがらです。
逸見勝亮（DRF 代表・北海道大学附属図書館長）
第 11 回図書館総合展第 5 回 DRF ワークショップ開会あいさつから
（平成 21 年 11 月 11 日，パシフィコ横浜）
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第 1 章 活動の目的と概要
国内の機関リポジトリ設置大学・研究機関コミュニティの活性化を推進し，各機関
における機関リポジトリ運営に資することを目的として，以下の諸活動を行った。
-

機関リポジトリ構築及びオープンアクセス思潮に係る情報共有・意見交換

-

機関リポジトリ構築及びオープンアクセス思潮に係る課題解決のための調査・研
究

-

機関リポジトリ構築及びオープンアクセス思潮に係る国際連携の推進

-

将来のコミュニティの持続性確保のための検討及び連絡調整，立案

(1) 機関リポジトリ構築及びオープンアクセス思潮に係る情報共有・意見交換
Wiki によるウェブサイト及びメーリングリストを用いた情報共有・意見交換を進めた。
活動期間中のウェブサイト閲覧数は 83,170 回，メーリングリスト流量は 1,212 通であった。
また，以下の通り，機関リポジトリ構築上の各種テーマを取り上げたワークショップ等
を開催し，知見の共有につとめるとともに，担当者間コミュニケーションを強化した。
今回，機関リポジトリ研修の標準化を図ることを目的として，地域ワークショップの実
務者研修には，国立情報学研究所の学術ポータル担当者研修のプログラムを応用している。
（同研修には，カリキュラム編成・講師の人選・グループ討議の企画などに参画している。
）
具体的には，中国四国地区 (2008.10)，北海道・東北地区(2008.12)，兵庫県(2009.12)，東
北地区(2010.1)の各地域ワークショップにおいて，それぞれ上記研修と同じテキストを使用
し，半日から 1 日という時間配分に応じて，実際の研修内容をコンパクトに，或いは，プ
レゼンテーション実習をデモに置き換えるなどの工夫を行った。またいずれも，可能な限
り開催地域の実務担当者で講師を担当した。今後は，県・地域レベルで必要に応じて研修
会の開催が可能になるように，研修プログラム・テキスト・実習等の標準化を図っていく
必要がある。
また，各ワークショップを通じて，発表者層の拡大が顕著であることが見てとれる。特
に，第 5 回 DRF ワークショップ（平 21.11）においては，実際に機関リポジトリを利用す
る立場である図書館情報学以外の分野の研究者を発表者に迎え，実務に即した意見を聞く
ことができた。また，事例発表についても，公立・私立大学他の学術機関からの登壇が増
え，機関リポジトリの普及を実感できるものであった。
各々のプログラムの詳細は第 3 章「集合研修等記録」を参照のこと。
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主催行事一覧
*は ShaRe プロジェクトとの共同開催
国際

全国

地域

主題
技術

名称

開催日

会場

参加

DRFIC2009

平 21.12. 3- 4

東京工業大学

174

第 4 回 DRF ワークショップ

平 20.11.27

図書館総合展

272

第 5 回 DRF ワークショップ

平 21.11.11

図書館総合展

319

第 6 回 DRF ワークショップ

平 22. 2. 5

北海道大学

91

地域 WS（中国・四国地区）*

平 20.10.29-30

広島大学

67

地域 WS（北海道・東北地区）*

平 20.12.11-12

山形大学

68

地域 WS（近畿地区）

平 21. 1.19-20

大阪大学

74

地域 WS（関東地区）

平 21. 2. 9-10

東京工業大学

81

地域 WS（近畿地区）

平 21. 9.18

大阪大学

29

地域 WS（兵庫県）*

平 21.12.17

関西学院大学

83

地域 WS（東北地区）

平 22. 1. 7- 8

東北大学

53

地域 WS（環日本海地域）

平 22.2.17-18

金沢大学

71

地域 WS（四国地区）

平 22.2.19

高知工科大学

29

主題 WS（医学・看護学）

平 21.10. 3

東京慈恵会医科大学

32

技術ワークショップ

平 21. 9. 7

京都大学

45

技術ワークショップ

平 21.10. 7-10

NII（軽井沢）
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(2) 機関リポジトリ構築及びオープンアクセス思潮に係る課題解決のための調査・研究
国内における機関リポジトリ構築の現状に照らし，喫緊に取り組む価値があると考えら
れるテーマについて共有の課題として取り上げ，分担・連携機関を中心に調査・研究・開
発をすすめた。取り上げるテーマと中心となって課題解決をすすめる大学は以下の通りで
あ。詳細は，第 2 章「今後の展望」
（(2)DRF サブプロジェクト群による諸課題）や，各プ
ロジェクトのウェブサイト等を参照されたい。
①

機関リポジトリ上の情報資源の発見及びアクセス性の向上のための調査研究開発（北
海道大学ほか）

②

機関リポジトリへの登録が学術文献流通に対して及ぼす効果についての定量的解析の
ための文献蓄積及びデータ整理（北海道大学ほか）

③

学術情報資源共有のための図書館間文献デリバリーサービスを機関リポジトリ構築に
よって代替するための教員・図書館連携方式の開発（小樽商科大学ほか）

④

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
5

ェクト（筑波大学ほか）
⑤

デジタル・オブジェクト識別子の付与による機関リポジトリ搭載資源の流通促進と長
期保存の実証実験（千葉大学ほか）

⑥

機関リポジトリ評価のための基盤構築（千葉大学ほか）

⑦

e-Science 基盤構築のためのデータ・キュレーション機能拡充の実証実験（千葉大学ほ
か）

⑧

リポジトリと電子出版の連携モデルを確立するための実験開発（早稲田大学ほか）

⑨

研究者情報システム連携プログラム（金沢大学ほか）

⑩

共同リポジトリ：モデルの構築と普及（広島大学ほか）

⑪

ユーザ・コミュニティ構築による持続可能なシステム改善の枠組の形成（千葉大学ほ
か）

(3) 機関リポジトリ構築及びオープンアクセス思潮に係る国際連携の推進
欧州 DRIVER プロジェクトとの友好関係樹立
平成 20 年 10 月 1 日，ドイツ文化センターシンポジウム「学術情報ネットワーク～日本
とドイツの新たなトレンド」がゲーテ・インスティテュート東京で開催された。欧州の
DRIVER プロジェクト（欧州における研究のためのデジタルリポジトリ基盤構想（Digital
Repository Infrastructure Vision for European Research）
）のゲッチンゲン州立・大学図
書館長ノルベルト・ロッソウ氏が来日し，日本の関連プロジェクトと友好関係を形成し，
国際的な情報共有を促進していきたいとの提案があった。これをきっかけとして，DRF 及
び DRIVER は，デジタルリポジトリを通じた日本及び欧州の研究成果の流通促進に向けた
協力関係の構築について合意し，平成 20 年 11 月 25 日，以下を骨子とする「DRIVER/DRF
間の了解事項の覚え書き」
（Memorandum of Understanding between DRIVER and DRF）
を交わした。
合意及び連携事項（
「DRIVER/DRF 間の了解事項の覚え書き」）
1.

DRIVER による欧州の科学技術リポジトリ・ネットワーク及びサービスの持続可能な
基盤の開発，及び DRF による日本の学術リポジトリ・ネットワーク及びサービスの同
様の持続可能な基盤の開発

2.

両組織の連携に関するウェブサイト上での公表

3.

オープンアクセス活動及びデジタルリポジトリに関する情報を社会に普及させるため
の DRF 及び DRIVER のメーリングリストの共同利用

4.

各関係者へ事業情報を伝達するための DRIVER 及び DRF の会合通知の枠組みの相互
利用
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5.

国際ワークショップの共催，相互的なインターンシップ制度の実施等を含む，専門能
力開発の推進

6.

各システム構成に関する技術情報の共有。それが適当とされた場合には，システム統
合に向けた取り組み

7.

それぞれの国及び地域におけるオープンアクセス方式学術コミュニケーションの成功
事例の活発な共同普及
DRIVER は，欧州委員会（European Commission）による助成プロジェクトで，デジタ

ルリポジトリの技術基盤を構築するとともに，デジタルリポジトリのための包括的組織の
構築を促進している。DRF では，DRIVER のハーベストメタデータのための基準である
「DRIVER ガイドライン第二版」を翻訳し，国内リポジトリコミュニティに公開した。
オープンアクセスリポジトリ連合設立への協力
平成 21 年 3 月 16 日，JISC・SURF・DRIVER の共催による「国際リポジトリ基盤会議」
がアムステルダムで開催され，(1)資源識別子基盤，(2)リポジトリ間のシステム間リンク，
(3)引用分析サービス，(4)国際連携組織形成の 4 課題が議論された。
この検討を受け，DRIVER を中心に，同年 10 月 21 日，オープンアクセスの実現を支援
するための国際連携組織「オープンアクセスリポジトリ連合」（Confederation of Open
Access Repositories（COAR）
）が発足し，欧州，アジア，北米の 17 カ国，28 機関が創設
メンバーとして参加した。日本からはデジタルリポジトリ連合（DRF）及び国立情報学研
究所が参加した。
創設メンバーによる投票により，議長にロッソウ氏，副議長に杉田茂樹（北海道大学）
，
財務担当理事にアリシア・メディナ・ロペス氏（スペイン国立通信教育大学）が選出され
た。COAR は，オープンアクセスリポジトリの国際的接続を通じ，学術研究の視認性を向
上させ，その新たな展開を促進すること，そして，ネットワーク社会における世界規模の
知識基盤の構築と普及に努めることを目的とし，初期段階の優先課題としては，(1) 組織体
制の確立，(2) コミュニティ形成，(3) 活動の普及，(4) 国際連携が挙げられ，国際連携活
動の柱として，永続識別子への対応，引用分析，学術出版との協働，要素技術における相
互運用性の向上を当初の活動領域とすることとなった。
国際会議の主催と海外への情報発信
平成 21 年 12 月 3～4 日の両日にわたり，東京工業大学蔵前会館を会場として，国際会議
「オープンアクセスリポジトリの現在と未来：世界とアジアの視点から（デジタルリポジ
トリ連合国際会議 2009）
」を開催した。機関リポジトリを中心としたオープンな学術情報流
通をテーマとし，8 カ国・地域から 174 名の研究者，図書館職員等の参加があった。国際的
連携をテーマとしたセッションでは，サルバトレ・メレ氏（欧州合同素粒子原子核研究機
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構）
，アリシア・メディナ・ロペス氏（オープンアクセスリポジトリ連合）
，デイヴィッド・
シュレンバーガー氏（米国公立大学協会）から，(1)学術研究コミュニティ主導による専門
学術誌出版，(2)研究論文，研究データ等の組織的共有化を基盤としたインターネット活用
型研究環境の整備，(3)研究論文の全面的オープンアクセス化のための制度構築についての
話題提供があり活発な議論が行われた。また，アジア太平洋地域のオープンアクセスをテ
ーマとしたセッションにおいて豪州，台湾及び日本の代表者による各国・地域の現況報告
がなされたほか，米国，英国，香港から先進的な機関リポジトリ構築や関連の諸活動を行
っている大学の事例報告があった。
また一方，我が国における機関リポジトリとオープンアクセスの動きを国際的に周知す
るべく，以下の出展を行った。
Yaeko Takeuchi, et al. (2008)
IR landscape in Japan
Berlin 6 Open Access Conference, November 11-13, 2008, Dusseldorf, Germany.
Hideki Uchijima, et al (2008)
A usage-centered approach to the promotion of institutional repositories.
SPARC Digital Repositories Meeting 2008, Novemver 17-18, 2008, Baltimore, US

(4) 将来のコミュニティの持続性確保のための検討及び連絡調整，立案
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をきっかけとしてはじ
まった連携活動に自律的基盤を与えるため，平成 22 年 2 月 5 日，「デジタルリポジトリ連
合要項」を定め，この要項に基づいての新たなスタートを切ることとした。新規発足時に
は，第一期活動，第二期活動期間を上回る，108 大学・研究機関が設立に加わった。平成
22 年 3 月 31 日現在、参加機関は 112 機関となっている。
デジタルリポジトリ連合参加機関（112 機関（平成 22 年 3 月 31 日現在）
）
北海道大学

東京歯科大学

静岡県立大学

鳥取大学

小樽商科大学

日本貿易振興機構アジア経済研究所

愛知教育大学

島根県立大学

札幌医科大学

千葉大学

名古屋工業大学

島根大学

北海道教育大学

法政大学

三重大学

岡山大学

北見工業大学

早稲田大学

滋賀大学

広島市立大学

室蘭工業大学

駒澤大学

滋賀医科大学

広島工業大学

帯広畜産大学

東京家政大学

びわこ成蹊スポーツ大学

広島大学
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旭川医科大学

東京外国語大学

京都工芸繊維大学

山口大学

はこだて未来大学

聖路加看護大学

同志社大学

徳島大学

弘前大学

慶應義塾大学

立命館大学

香川大学

青森県立保健大学

東京女子医科大学

京都教育大学

愛媛大学

岩手大学

東京医科大学

龍谷大学

高知工科大学

東北大学

東京工業大学

大阪大学

高知大学

秋田大学

関東学院大学

大阪教育大学

九州女子大学・九州女子短期大学

山形大学

総合研究大学院大学

大阪女学院大学・短期大学 九州工業大学

福島大学

新潟大学

近畿大学

福岡教育大学

福島県立医科大学

長岡技術科学大学

国立民族学博物館

九州大学

筑波大学

新潟青陵大学

大阪府立大学

佐賀大学

産業技術総合研究所

新潟国際情報大学

神戸大学

長崎大学

農林水産研究情報総合センター

北陸先端科学技術大学院大学

神戸市外国語大学

長崎県立大学

物質・材料研究機構

金沢大学

関西学院大学

熊本大学

群馬大学

福井大学

神戸松蔭女子学院大学

大分大学

文教大学

山梨大学

兵庫教育大学

別府大学

埼玉大学

信州大学

奈良先端科学技術大学院大学

立命館アジア太平洋大学

聖学院大学

自然科学研究機構核融合科学研究所

奈良大学

宮崎大学

城西大学

岐阜大学

奈良教育大学

鹿児島大学

跡見学園女子大学

浜松医科大学

奈良女子大学

琉球大学

放射線医学総合研究所

静岡大学

奈良県立医科大学

沖縄国際大学

第 2 章 今後の展望
(1) コミュニティ形成と次世代養成
前章で詳しく述べたように，DRF によるリポジトリ振興のための情報共有活動はかつて
ない規模でリポジトリ担当者のコミュニティを形成することに貢献した。メーリングリス
ト参加者の規模，交換された情報の多様性，開催されたワークショップの参加者数など，
具体的な成果から見ても，1980 年代に書誌ユーテリティを形成するため，国内の大学図書
館が学術情報センター（NACSIS）を中心とした共同分担目録作業を開始して以来の，新た
な‘連携’を実現したとも言える。
この場合，この‘連携’は図書館コンソーシアムや行政の図書館政策で開始されたものでは
ないという事実が重要である。すなわち，リポジトリ担当者はほとんどが大学図書館員で
あり，その図書館員によって実現された図書館員のための自主的な活動だったということ
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である。我が国では，大学図書館職員のための生涯の研修体系が，大学図書館と国立情報
学研究所の連携によりある程度整備されており，この研修体系を受講することが基本的な
技術習得やキャリアアップにつながる。しかし，これらはテーマや実施方法がある程度形
式化されており，時代の新たなニーズにこたえる柔軟性を欠いているとも考えられる。ま
た，研修の設計や講師は，それぞれの研修責任機関が行うことで，受講者は‘受講’するのみ
であった。
DRF による情報共有が実現したものは，自ら発信する姿勢であり，日常の業務経験とそ
こから得られた知見を共有するという体験である。ワークショップも同様であり，きめら
れたテーマと内容を受身で‘受講’するのではなく，日常のニーズを踏まえて内容を決定し，
構成を考案し，かつコミュニティ内の人的コネクションを活用して講師を依頼している（あ
る時は自ら講師を務めた）
。このような開催方式は，受講者が次回には企画者となるという
循環を生み出し，担当者の次世代養成（或いは担当者数の増加）という観点からのコミュ
ニティ形成に成功している。
このような経験は，同様な経験を共有することにより，プロジェクト担当者間に比較的
強いコミュニティ意識を育てたと言えよう。一方，リポジトリ事業のためのコミュニティ
形成は，従来の組織や業務原理を超える要素を含んでいるだけに難しいかじ取りを求めら
れている。
第一に，大学間の連携協力はおのずと日常業務との棲み分けを必要とする。個別の大学
に所属する図書館員にとって，所属大学に貢献することが第一義的な責任であり，CSI 委
託事業のような外部資金によるプロジェクトというフレームが外れると活動の維持が困難
である。誰のために，あるいは何のためのどれだけの業務量を必須のもとして算定するの
か，担当者のみならず，業務を管理する立場にあるものも難しい判断を迫られることも頻
繁になりつつある。
第二に，国立，公立，私立という設置主体の相違や大学，研究所という組織種別を超え
て横断的に連携している点である。すでにこれら設置主体別のコンソーシアムが独自の活
動をしているが，設置主体を超えた連携活動は国公私立大学図書館協力委員会による著作
権に関する委員会活動などを除いて前例があまりない。そのため，連携の実態をどのよう
にだれが何に基づいてオーソライズするのか，多くの課題が意識されるようになりつつあ
る。これは，既存のコンソーシアムとの連携関係をどのように確立するかという問題とも
密接につながっている。
海外では，ARL と SPARC の関係があるが，これは親組織とその出資組織ということで
比較的役割ははっきりしているし，人材は図書館員とは別途目的に合わせて雇用されてい
る。イギリスの例を見ても，JISC による多数のプロジェクトが運営されているが，中核と
なるイニシャチブ（例えば，Sherpa/RoMEO）は助成金により雇用された人材により実施
されており，プロジェクトが外側から大学図書館の活動を支援するという枠組みが比較的
明確なように思われる。
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我が国では前例がない DRF の活動は図書館職員が実施しており，日常業務や既存のコン
ソーシアム活動との重複がある。これをどのように整理して，リジッドなコンソーシアム
の組織原理や事業と連携するのか，職員の活動継続のためにも検討すべき課題は多い。最
後に，次期の DRF 活動での課題群を下記にリストアップしておく。
（１） リポジトリ振興のための図書館間連携と学内業務の関連について
（２） DRF と既存の図書館コンソーシアム活動との関連・連携について
（３） １，２を踏まえたサステイナブルな DRF イニシャチブの在り方について
（４） 日本の異動慣行を踏まえた個別プロジェクト継続の在り方について
(2) DRF サブプロジェクト群の現状と課題
我が国のリポジトリ事業は，国立情報学研究所の次世代学術コンテンツ基盤構築事業（以
下 CSI 事業）によって委託事業として行われている。DRF の活動も委託事業の一つである
が，DRF の活動群として，個別プロジェクトをやはりこの CSI の委託事業として複数実施
している。それらを含め、以下に DRF の活動の一環として実施しているプロジェクト群の
現状と課題を示す。
① 機関リポジトリ上の情報資源の発見及びアクセス性の向上のための調査研究開発（北
海道大学ほか）
機関リポジトリ上の文献の探索には，OAIster 等の検索エンジンを用いる方式や，
MetaLib などの統合検索サービスでターゲット設定する方法などがある。しかし，学術コ
ンテンツの主たる利用者である研究者にとっては，通常利用する文献データベースからは
直接アクセスできないという難点があった。AIRway は，リンクリゾルバとの相互運用によ
り，世界ではじめて学術コンテンツ利用者を一般的な文献データベースから，機関リポジ
トリに搭載されたオープンアクセス文献へ導くことを可能とした。
「文献データベースの検
索結果文献にアクセスしようとしたが，電子ジャーナルライセンスを持っていない」とい
うケースにおいて特に効力を発揮する。
2010 年 2 月現在，AIRway サーバ上には，国内 137 機関（JAIRO 搭載機関），国外 15
機関からハーベストした約 50 万件のオープンアクセスコンテンツのメタデータが搭載され
ている。また，AIRway は ExLibris 社 SFX，Serials Solutions 社 360LINK 等のリンクタ
ーゲットに採用されており，解決対象コンテンツと AIRway 対応リゾルバは増加し続けて
いる。リンクリゾルバは国内外の図書館市場で安定した位置を占めており，オープンアク
セスコンテンツの視認性が AIRway を通して高まることが可能になりつつある。
一方，DOI 以外のあいまいな同定情報（メタデータ）やより広範なウェブサービスのた
め に ， オ ー プ ン ア ク セ ス 文 献 の サ ー ビ ス プ ロ バ イ ダ で あ る OAIster へ の SRU
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（Search/Retrieve via URL）を利用したリンク解決を実現した新版プロトタイプも開発し
た。これにより OAIster が収集する世界中のリポジトリ文献に対するナビゲートが可能と
なっている。この新版プロトタイプを JEEPway と命名した。

② 機関リポジトリへの登録が学術文献流通に対して及ぼす効果についての定量的解析の
ための文献蓄積及びデータ整理（北海道大学ほか）
本プロジェクトは，日本動物学会発行の英文査読誌「Zoological Science」の論文，かつ
著者の協力が得られたものについて北海道大学（HUSCAP）及び京都大学（KURENAI），
筑波大学（Tulips-R）の機関リポジトリに搭載し，搭載後のアクセス状況，搭載前後の被引
用状況について調査，分析を行うことにより電子情報流通環境下における研究者の文献入
手行動の一端を明らかにしつつ，機関リポジトリによるオープンアクセスの効果について
検証するものである。
現在までは，まずオープンアクセス効果以前に機関リポジトリには誰がどのような文献
にアクセスしているのかという点を調査した。これまで特に国内についてはリポジトリコ
ンテンツの詳細な利用実態は把握されてこなかったが，これによりリポジトリコンテンツ
の利用実態の一端を明らかにすることができた。またこれらについては精力的に発表を行
い成果普及に努めた。今後は被引用状況についての調査を行い，機関リポジトリによるオ
ープンアクセスの効果について検証していく予定である。

③ 学術情報資源共有のための図書館間文献デリバリーサービスを機関リポジトリ構築に
よって代替するための教員・図書館連携方式の開発（小樽商科大学ほか）
IR（機関リポジトリ）と ILDD（大学図書館間文献複写サービス）は，遠隔利用者への
文献供給サービスという点で等価の活動である。本プロジェクトは，コスト削減が求めら
れる昨今の学術機関において両事業の運営を効率的，相互運用的に持続し，長期的視点か
ら見た総合的な文献供給パフォーマンスを向上していくことを目標としたものである。
DRF 参加機関の IR 担当者および ILL 担当者を対象としたアンケートでは IR と ILL 業
務の融合的推進に対する賛同の声を得た。また，NACSIS-ILL データ 3 年間分のデータ整
理を行い，やりとりの多かった文献リストを作成したところ，結果，看護学，心理学に関
する日本語文献が上位を独占し，最も依頼の多かった文献で 1 年間で 118 回もの ILL が発
生していたことがわかった。予想に反し，依頼の集中している文献には直近の発表論文の
みならず 1990 年代の文献も多く，また，所蔵館の少ないいわゆるレア雑誌ばかりでなく，
例えば 251 館が所蔵する人気誌に掲載された論文に年間 47 回もの ILL 依頼が発生してい
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た例もあった。
オープンアクセスウィーク 2009 では，ILL 利用者にオープンアクセス文献の存在を周知
するポスターと，依頼文献を受け取った研究者にセルフアーカイブを奨励するチラシを作
成した。各大学・研究機関でのポスター掲示の模様はキャンペーンのウェブサイトで見ら
れるようになっている。
本プロジェクトは ILL 業務の過程において『著者』という存在にスポットをあて，IR 事業
との接点を見出す活動といえる。その最適な手法はまだ確立できていないが，プロジェク
ト期間の終了にあたり，検討メンバーの増加など伝統的図書館活動とオープンアクセス思
潮との融合への気運は確実に感じられるようになってきており，次期以降も，DRF 等のコ
ミュニティにおいて引き続き議論を深めていく予定である。
④ 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（筑波大学ほか）
本プロジェクト（通称：SCPJ プロジェクト）では，平成 20 年度の活動として，国際会
議での広報活動，ゲッチンゲン大学図書館（ドイツ），CARL，オタワ大学，国際開発研究
センター及びカナダ国立科学技術情報機関（以上カナダ）の訪問調査と著作権マネジメン
トについて意見交換・情報共有を行った。また，DRF 参加機関を対象としたメーリングリ
ストを活用し，出版社版 PDF ファイルの公開を認めている学会のリストの提供，学術著作
権協会からの意見を踏まえた機関リポジトリのコンテンツの利用に関する文面の提案等を
行った。
また，学協会等に対する啓蒙・プロモーション活動として，(1)国立情報学研究所の協力
により，
「学術雑誌電子化関連事業の連携・協力についての合同説明会」において SCPJ プ
ロジェクトの活動の説明と協力依頼，(2)学術著作権協会との懇談会と継続的な情報共有の
場の設定合意，の 2 点を実施した。

平成 21 年度は，学協会・雑誌検索機能及び詳細情報表示機能，ユーザ管理・ログイ
ン認証機能，学協会情報・雑誌情報入力・編集機能，ポリシーデータの API 等を備え
た新 SCPJ システムを開発した。新システムには，平成 21 年 11 月から約 1,800 の学
協会を対象にアンケート調査を実施して得られた結果を反映させている。このほか，
SPARC Japan パートナー誌と大学図書館関係者との懇談会において本プロジェクト
を紹介し，関係学会との意見交換・情報共有を行った。
SCPJ の活動は DB の収録範囲を拡大することが最大の目的であるが，一方で，国内の学
協会に対して，リポジトリ事業及びオープンアクセス自体の意義を広報するという役割を
潜在的に担っており，DRF 参加機関全体から活動への協力が期待されるプロジェクトであ
る。本プロジェクトの主要な目的（ターゲット）を想定すると，海外での広報活動よりは
国内での活動に焦点を絞るべきである。また，筑波大学など担当・連携機関だけでなく，
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DRF 参加機関全体が学会と直接情報交換・共有して，学術情報流通の改善の目的を共有す
る努力が不可欠であり，今後は，新 SCPJ システムをそのための仕組みと位置づけ運用し
ていく必要がある。

⑤ デジタル・オブジェクト識別子の付与による機関リポジトリ搭載資源の流通促進と長
期保存の実証実験（千葉大学ほか）
平成 20 年 11 月，国際 DOI 財団（IDF）及び CrossRef 英国事務所を訪問し，また，平
成 21 年 2 月，東京工業大学附属図書館において IDF との会議電話接続による小ワークシ
ョップを行うなど情報収集を行った。

⑥ 機関リポジトリ評価のための基盤構築（千葉大学ほか）
機関リポジトリを評価する指標としては，登録されたコンテンツ数を中心としたインプ
ットに基づくものが用いられがちであるが，機関リポジトリ内のコンテンツの質を担保す
るといった側面などからも，コンテンツへのアクセス数などのアウトプットに基づく指標
が必要である。
機関リポジトリのアクセス統計については，本プロジェクト以前から各機関で行われて
いるが，各機関におけるアクセス統計の処理基準が異なるため，機関間で正当に比較でき
る状況になかった。そこで，各機関が使用する機関リポジトリのソフトウェアは問わず，
統一された基準でアクセス統計の処理がされ，かつ，アクセス統計の処理については各機
関が自主的に行える環境を実現するため，平成 20 年度，千葉大内に ROAT（Repository
Output Assessment Tool）を設置した。なお，ROAT の開発にあたっては，国立情報学研
究所を通じて 18 の機関からアクセスログの提供を受けたほか，ROAT 上でアクセスされた
コンテンツの書誌情報を表示するため，国立情報学研究所から JAIRO のデータの提供を受
けている。
ROAT の開発により，COUNTER に準拠した標準的なカウント方式による利用統計を各
機関が同じ基準で出力できる環境のほか，統計から排除すべきクローラ等の情報の維持管
理の共同化を実施するための環境が準備できた。また，現状では行っていないが，機関横
断的なの統計結果の出力も可能となっている。
平成 21 年の２月には，
「機関リポジトリアウトプット評価システム」ワークショップを
行い，アクセスログの提供を受けた機関をはじめとする機関から，改修が必要な点などの
指摘を受け，平成 21 年度，それらの点について改修を行った。なお，ROAT 開発当初から，
一部の機関リポジトリのソフトウェアについては ROAT における正常な処理が行えていな
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いが，この点に関しては今後の課題である。
平成 21 年 10 月に北海道大学ほかによる「機関リポジトリへの登録が学術文献流通に対
して及ぼす効果についての定量的解析のための文献蓄積及びデータ整理」プロジェクト並
びに信州大学ほかによる「機関リポジトリ推進のための視認度評価分析システムの開発」
プロジェクトとの合同による「機関リポジトリアウトプット評価プロジェクト合同ワーク
ショップ」を開催したほか，平成 22 年 1 月にはヨーロッパにおける ROAT と同種のプロ
ジェクトに関する情報収集を行い，今後，必要となる機能についての検討を行った。
その結果，複数の機関のそれぞれの機関リポジトリに同内容のコンテンツが存在する場
合，アクセス回数を統合することの重要性が明らかとなったが，現状では，これを解決す
るためには，例えば DOI のような論文識別子を用いる方法が最も効率的と考えられ，アウ
トプット評価に適した識別子を検討する必要がある。
なお，本プロジェクトで得られた知見をもとに，複数の機関リポジトリにまたがるアウ
トプット評価を実現するため必要な，機関リポジトリのシステム要件について「アウトプ
ット評価のための機関リポジトリガイドライン」を策定した。

⑦ e-Science 基盤構築のためのデータ・キュレーション機能拡充の実証実験（千葉大学ほ
か）
ネットワーク技術の発達によって，従来，紙に印刷されて流通していた学術情報が電子
的に流通するようになったのに伴い，音声や動画の流通も容易になったが，音声や画像・
動画の検索は，今でも主として文字情報に頼っており，どのような検索キーを付与するか
は重要な課題である。本プロジェクトでは，実証実験としてデータベースの利用者が
e-Science データ（千葉大学リモートセンシング研究センターの衛星画像ほか）のメタデー
タに対しタグを付与できる環境を用意し，付与されたタグの評価をとおして，異種データ
の格納が可能なデータベースにおける，ユーザの需要に応えるメタデータ形式の検討を行
うものである。
平成 20 年度は，データベースの利用者がタグを付与できるシステムを開発し，実験的に
図書館員によるタグ付与を実施した。
平成 21 年度には，授業と連携をとりつつ，同システムを通じた利用者によるタグ付与を
実施し，これら利用者によって付与されたタグが，データベースに登録されている個々の
データの視認性に与える効果について検証した。

⑧ リポジトリと電子出版の連携モデルを確立するための実験開発（早稲田大学ほか）
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早稲田大学等による第一期の本プロジェクトは，紀要などの学術出版物のリポジトリへ
の登録をより円滑に進めるため，電子出版(編集査読)システム Open Journal Systems(以下，
OJS)の日本語化と，OJS コンテンツとリポジトリとの連携システムの開発を進めるもので
あったが，第二期では，学内の刊行物の OJS による電子出版を目指している。
これに伴い，平成 20 年度は OJS に冊子体への印刷機能を付加する開発を行った。これ
はボーンデジタルでの発信に合わせ印刷体の刊行が不可能だと，OJS ユーザが増えないこ
とが判明したためである。電子出版に関しては，早稲田大学内で創刊を予定している雑誌
の担当箇所に OJS と開発中の出版システムについて説明し，現在，導入に向けて検討が進
められている。
平成 21 年度には，早稲田大学の研究成果発信プロジェクトの一環として早稲田大学内で
発行される雑誌への導入を計画している。連携大学の京都大学は応用哲学会の OJS による
新規雑誌の刊行を支援する。また，佐賀大学は『研究論文集－教育系・文系の九州地区国
立大学間連携論文集－ 』編集委員会と OJS 導入の必要性について協議を行っている。
OJS を使った電子出版は，機関リポジトリに並ぶ図書館の学会，研究者支援のための有
力なオプションであって，実際の刊行実例と出版事業のサステーナビリティを示すことは
本プロジェクトに期待される大きな役割である。

⑨ 研究者情報システム連携プログラム（金沢大学ほか）
金沢大学による本プログラムは，CSI 第一期には業績ＤＢからリポジトリへの投稿ルー
トを設け，教員のセルフアーカイブを支援するシステムの開発であった。第二期では，第
一期のコンセプトを引き継ぎ，業績 DB と IR（システムとしては，DSpace）との相互リン
クを実現しつつ，大学間の異動や同姓や改姓といった研究者同定にまつわる諸問題を解決
することを主な課題とするプロジェクト目的の変化・進化があった。
平成 20 年度は，学内での相互リンクと NII の研究者リゾルバへのリンクを実現したのみ
で，本来のプロジェクト課題には未着手であったが，今年度は，著者同定のためのメタデ
ータ（Author Identifier）の策定と，JAIRO 及び研究者リゾルバとのシステム連携による
実装実験を実施した。ヨーロッパでもオランダやイギリスをはじめ同様の課題を抱え，解
決のためのプロジェクトが実施されつつある。著者同定は国際的なリポジトリの基盤の一
つであり，今年度の実装実験を踏まえて，国内の著者の同定スキーマを策定するとともに，
欧米の同様のプロジェクトとも連携可能な国際的標準化をめざすべきである。

⑩ 共同リポジトリ：モデルの構築と普及（広島大学ほか）
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中小規模の学術機関でも機関リポジトリを構築し，運用することでオープンアクセスの
裾野を広げることは今後の我が国全体の課題であり，諸コストをシェアできる共同リポジ
トリが有効な手段の 1 つである。本プロジェクトは，共同リポジトリのシステムと運用モ
デルの改善・構築，および担当者育成を行うことで，複合的な視点から共同リポジトリの
構築・運用を支援し，共同リポジトリを全国規模で普及させることを目的とする。
平成 20 年度は，広島県大学図書館協会によるモデル（DSpace を利用している）とは異
なるシステムモデルを検討し採用した。具体的には，VMware Server（Free Software）に
よるシステムモデルである。このモデルは，OS レベルで仮想的にサーバを独立させること
で実現しており，ひとつのサーバで独立した複数のリポジトリシステムの構築・運用が可
能であることと，参加館ごとに独立したリポジトリシステムの管理・運用が可能であるこ
とが大きな特徴である。本モデルにより，21 年 1 月に岡山共同リポジトリがスタートした。
システムモデルの改善としては，ソフトウェアを共有することによる弊害の除去，すな
わち，参加機関ごとのそれぞれ個別画面の構築・baseURL の設定・アクセスログの取得を
可能とする開発を行った。
一方，本プロジェクトの目的の一つである担当者育成のため，共同リポジトリを構想し
ている地区からの個別要請を受け，各地区での研修会で先行事例の紹介およびシステム構
築支援を行った。
（埼玉県・長崎県・新潟県・沖縄県・山口県・宮崎県・兵庫県・鳥取県・
大分県）また，各地の地域ワークショップで事例発表を行った。これらの活動により，埼
玉県（SUCRA:20 年 11 月），岡山県（O-AIR:21 年 1 月）
，沖縄県(ORION:21 年 2 月)，新
潟県(NiRR:21 年 3 月)，山口県(維新：21 年 3 月)，福井県(CRFukui：21 年 3 月)が運用を
開始し，先行運用していた山形県・広島県に加えて現在 8 地域が運用を行っている。21 年
現在，共同リポジトリによって機関リポジトリ構築を行った機関は，全構築数の 26%に上
っている。
このように本プロジェクトはリポジトリ事業が全国に拡大するための推進力となってい
る。地域での協力体制，システムモデル，DRF 内での連携・協力によるリポジトリ要員の
養成プログラムの確立など多様な試みを行っており，高い活動性を維持している。リポジ
トリが今後中小規模の大学機関に拡大していく場合のモデル（範例）を提供するだけでな
く，地域での共同活動の在り方のモデル（範例）としても有効であり，DRF 活動の中核と
して，継続と強化が予定されている。

⑪ ユーザ・コミュニティ構築による持続可能なシステム改善の枠組の形成（千葉大学ほ
か）
本プロジェクトは複数の機関リポジトリのソフトウェアが試用できる「機関リポジト
リ・デモサイト」を構築し，未設置機関が手軽に機関リポジトリを体験できる場を設ける
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と同時に，機関リポジトリに関するさまざまな情報を交換する場を設け，機関リポジトリ
に必要と思われるシステムの要件などについての検討を行うことを目的とし，平成 21 年度
から DRF の連携事業として活動した。
平成 20 年度には，本プロジェクトが意図するようなデモサイトが必要なのかについての
調査を行い，一定の需要があることを確認した上で，平成 21 年度にデモサイト，UsrCom
を構築した。
UsrCom では DSpace 1.4，DSpace 1.5，E-Repository（無償版）
，WEKO，XooNIps が
試用でき，平成 22 年２月末で約 100 名（約 80 機関）の利用者登録があった。

(3) 国際連携活動の展望
DRF は，CSI 第二期（平成 20～21 年度）において，国際活動において顕著な進展を実
現した。詳細は，第一章に詳しいが，（１）機関リポジトリ・オープンアクセス関係の国際
会議での口頭発表及びポスターセッション参加，
（２）第二回デジタルリポジトリ連合国際
会議の開催，
（３）第一期活動報告書の英訳と公開，
（４）DRIVER との MoU 交換，
（５）
国 際 オ ー プ ン ア ク セ ス リ ポ ジ ト リ 連 合 （ Confederation of Open Access
Repositories=COAR）への参加，などが国際活動の概要である。
我が国の国際活動という場合，研修プログラムによる人員の派遣やその報告はこれまで
も多数行われている。また，海外からの招聘者による海外の先進事例の紹介を行うための
講演会も比較的行われてきた。ILL/DD では，北米や韓国との相互利用も着実に進展してき
た。
しかし，DRF の今期の活動のように，国内の状況を海外に広報し，また海外のイニシャ
チブそれ自体に参加することはあまり一般的ではない。これは，まず言語の壁があること
が大きい。またそれとともに，欧米と我が国の図書館活動の方式や厚みに大きな差がある
ことにもよる。このような事情に鑑みて，DRF の国際活動は一定の成果をおさめたという
ことができる。
次期の DRF 活動では，海外のイニシャチブに参加するパスが開かれたことを踏まえて，
以下のような諸活動にコミットすることが必要である。
（１） 専門職としてのリポジトリ運営者の情報交換
欧米，アジアのリポジトリ担当者が世界共通のテーマについてオープンにディスカッシ
ョンする場所，機会の設定が必要である。現状は国内で諸情報を共有しているが，今後は
世界でリポジトリ運営に関する情報を共有し，リポジトリ運営の相互サポートを行うとと
もに，リポジトリ担当者の専門性を確立する。
（２）リポジトリ基盤の整備
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機関リポジトリの基盤整備の課題は，昨年 2 月にオランダで開催された International
Repository Infrastructure Workshop でも議論され現在調整が進行中と聞く。こうしたイ
ニシャチブとも連携しながら，とりわけ，恒久識別子（著者，コンテンツ，組織）の策定，
リポジトリ評価指標や標準化などにおいて，国を超えた連携を行うことが必要である。
（３）国際オープンアクセスリポジトリ連合
COAR（Confederation of Open Access Repositories）に DRF 及び NII が参加している。
実際の参加にあたっては，両者が緊密に連携協力して，（１）（２）の課題を追及すること
が必要である。
（４）要員の養成
以上のような活動を行うため，中核となる要員を養成することが必要である。現在の DRF
の企画委員会内に国際活動のＷＧを設置し，活動の中核とする。また，国内の技術的な課
題の整理と国際的標準化のためには，DRF 参加機関のリポジトリ担当者と NII との連携を
強化することが必須である。こうした連携強化を通して，国際化に対応可能な要員が養成
されよう。

第 3 章 集合研修等記録
DRF/ShaRe 地域ワークショップ （広島）
開催日 平成 20 年 10 月 29 日（水）～30 日（木）
会場

広島大学中央図書館ライブラリーホール

主催

DRF，ShaRe

共催

国立情報学研究所，広島県大学図書館協議会

協賛

中国四国地区大学図書館協議会

参加者 67 名
1.

機関リポジトリ実務研修
① 「機関リポジトリ概論」杉田茂樹（北海道大学）
② 「事業戦略とコンテンツ構築」大園隼彦（岡山大学）
③ 「機関リポジトリと著作権」上田大輔（広島大学）
④ 「著作権処理実習」深川昌彦（山口大学）
⑤ 「研究者へのアプローチ」鈴木雅子（小樽商科大学）
⑥ 「周辺の動向・関連技術」杉田茂樹（北海道大学）

2.

共同リポジトリ情報交換会
① 講演「国立情報学研究所の機関リポジトリ支援戦略」安達淳（国立情報学研究所・
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コンテンツ科学研究系教授）
② 「NII 学術機関リポジトリ構築連携支援事業」杉田いづみ（国立情報学研究所）
③ 「ShaRe プロジェクトの紹介」森保信吾（広島工業大学）
④ 共同リポジトリ構築事例報告・意見交換
埼玉地区・村田輝（埼玉大学），岡山地区・大園隼彦（岡山大学），山口地区・吉
光紀行（山口大学），長崎地区・飯島芳典（長崎国際大学），広島地区・渡辺さゆ
り（日本赤十字広島看護大学）
，山形地区・三角太郎（山形大学）
⑤ グループ討議

第 4 回 DRF ワークショップ「日本の機関リポジトリとそのテーマ 2008」
開催日 平成 20 年 11 月 27 日（木）
会場

パシフィコ横浜 第 10 回図書館総合展 フォーラム第 10 会場

主催

DRF

共催

国公私立大学図書館協力委員会

参加者 272 名
1.

事例発表 －いくつかの進行中のリポジトリ
コーディネータ : 小山憲司（三重大学人文学部准教授）
事例報告 : 寺田美樹（北陸先端科学技術大学院大学），谷口慶子（大阪教育大学），原
健治（同志社大学）

2.

テーマ別ディスカッション
総合コーディネータ : 小山憲司（三重大学人文学部准教授）
① 「学位論文ネットワークの形成を目指して－メタデータとデジタル化」講師 : 山
本哲也（名古屋大学）
② 「デジタル時代の文献デリバリー : ILL はどうなる？IR はどうする？」講師 : 杉
田茂樹（北海道大学）
③ 「リポジトリを背負う人材育成」講師 : 大場高志（一橋大学）
④ 「デジタル時代の学術情報流通と著作権」講師 : 斎藤未夏（筑波大学）

3.

ショートコミュニケーション
コーディネータ : 三根慎二（名古屋大学）
① 「リポジトリのこんな使われ方，あんな使われ方」佐藤翔（筑波大学）
② 「岡山共同リポジトリ」大園隼彦（岡山大学）
③ 「リポジトリと電子出版の連携モデルを確立するための実験開発」重嶋まみ（早
稲田大学）
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④ 「Berlin6 Open Access Conference : Changing Scholarly Communication in the
Knowledge Society」武内八重子（千葉大学）
⑤ 「Long term preservation of Japanese digital repositories with DRAMBORA
（Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment）
」Innocenti,
Perla（University of Glasgow）
4.

4 つのアクションプランの提案

DRF/ShaRe 地域ワークショップ（北海道・東北地区）
開催日 平成 20 年 12 月 11 日（木）～12 日（金）
会場

山形大学 SCITA センター

主催

DRF，ShaRe

共催

山形大学附属図書館，北海道地区大学図書館協議会，東北地区大学図書館協議会，
国立情報学研究所

参加者 68 名
1.

開会挨拶 原慶明（山形大学附属図書館長）

2.

機関リポジトリ新任担当者のための実務研修
講師：上田大輔（広島大学）
，大園隼彦（岡山大学）
，尾崎文代（広島大学）
，吉光紀行
(山口大学)，杉田茂樹（北海道大学）
，鈴木雅子（小樽商科大学）
，高橋昌子（新潟大学）

3.

北海道・東北地区の機関リポジトリ
① 講演「東北地区大学図書館の機関リポジトリ」加藤信哉（東北大学）
② 事例報告：菅原透（東北大学）
，三上豊（弘前大学）
，高橋孝一（秋田大学）
，竹谷
隆則（岩手大学）
，河野忠市（福島大学）
，粟谷禎子（はこだて未来大学）
，鈴木雅
子（小樽商科大学）
，杉田茂樹（北海道大学）
コーディネーター：加藤信哉（東北大学）
，後藤敏行（青森中央短期大学）

4.

機関リポジトリの拡大にむけて（共同リポジトリの構築を中心に）
① 講演「国立情報学研究所の機関リポジトリ支援戦略：CSI 最先端学術情報基盤の
推進に向けて」尾城孝一（国立情報学研究所）
② 共同リポジトリプロジェクト紹介：高島学（新潟大学），村田輝（埼玉大学），大
園隼彦（岡山大学）
，吉光紀行（山口大学）
，上田大輔（広島大学）
，三角太郎（山
形大学）

5.

テーマ別分科会
① 「これから始めるリポジトリ」尾崎文代（広島大学）
② 「もっとコンテンツ」鈴木雅子（小樽商科大学）
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③ 「もっと共同リポジトリ」鈴木正紀（文教大学）
6.

閉会挨拶 逸見勝亮（北海道大学附属図書館長）

DRF 地域ワークショップ（近畿地区）「DRF-Senri」
開催日 平成 21 年 1 月 19 日（月）～20 日（火）
会場

大阪大学コンベンションセンター 会議室 2

主催

DRF

共催

大学図書館近畿イニシアティブ

参加者 74 名
1.

開会挨拶 小泉潤二（大阪大学附属図書館長（理事・副学長））

2.

基調講演「学術研究機関における機関リポジトリの意義とそこからの展開」杉田いづ
み（国立情報学研究所）

3.

講演「機関リポジトリの設立・運営とシステム構築」山地一禎（国立情報学研究所准
教授）

4.

事例報告
① 「近畿大学におけるリポジトリの構築」伊豆田幸司（近畿大学）
② 「ホップ・ステップ・ストップ？：HEART 公開から初期コンテンツ構築まで」永
井一樹（兵庫教育大学）
③ 「Senri の道も一歩から -大阪府立大学の場合-」高崎秀美（大阪府立大学）
④ 「構築後のリポジトリと実務担当者が思うこと-すこしわかりはじめたリポジトリ
-」藤川永子（奈良女子大学）

5.

分科会 リポジトリ未構築機関と構築済機関に分かれてのグループ討議

6.

講演「学術コミュニケーション再生の道としての IR」平元健史（関西外国語大学教授）

7.

事例報告
① 「KURENAI が経験してきたこと：リポジトリ事業の苦労とやりがい」大西賢人
（京都大学）
② 「学内合意形成における問題発生とその克服」前田信治（大阪大学）

8.

閉会挨拶 長坂みどり（大学図書館近畿イニシアティブ委員長館・京都大学）

DRF 地域ワークショップ（関東地区）「DRF-Ookayama」
開催日 平成 21 年 2 月 9 日（月）～10 日（火）
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会場

東京工業大学百年記念館 3 階フェライト会議室

主催

DRF

参加者 81 名
1.

基調講演「機関リポジトリは図書館を変える」土屋俊（千葉大学文学部教授）

2.

研修
① 「機関リポジトリ概論」内島秀樹（金沢大学）
② 「機関リポジトリ設立時の諸課題 : 片手間にやるリポジトリ」久保いくこ（横浜
国立大学）
③ 「機関リポジトリと著作権」斉藤未夏（筑波大学）
④ 「機関リポジトリシステム及びメタデータ概論」鈴木敬二（独立コンサルタント）

3.

始まりの機関リポジトリ（事例報告）
① 「手抜きのすすめ : 私立大学における機関リポジトリ運用」外崎みゆき（関東学
院大学）
② 「人文・社会系コンテンツ収集の現状 -学位論文と DP/WP を中心に-」高橋菜奈
子（一橋大学）
③ 「コンテンツ色々集めて発信中」佐藤晋巨（聖路加看護大学）
④ 「発信と活用と -T2R2 システムについて-」渋谷真理子（東京工業大学）

4.

DRF からの提案と話題提供（及びディスカッション）
① 「学位論文ネットワークとメタデータ標準案」富田健市（東京工業大学）
② 「CSI 委託事業における重点コンテンツの状況について（話題提供）」杉田いづみ
（国立情報学研究所）
③ 「国際連携活動」杉田茂樹（北海道大学）
④ 「リポジトリ設立初期の課題 : 今期ワークショップの話題から」鈴木雅子（小樽
商科大学）

DRF 技術ワークショップ（技術と研究が出会うところは）「Workshop of Application of
Repository Infrastructure for eScience and eResearch ----研究成果やデータを永久保存
していく活動へ向けて」
開催日 平成 21 年 9 月 7 日（月）
会場

京都大学附属図書館ライブラリーホール

主催

DRF，独立行政法人物質・材料研究機構

共催

京都大学図書館機構

参加者 45 名
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1.

はじめに/Opening remarks 谷藤幹子（物質・材料研究機構）

2.

研究環境を理解する
① 「Network of Digital Repository in mathematics community」行木孝夫（北海道
大学，数学分野）
② 「セルフアーカイビング事例から読み解く研究情報環境が備えるべき機能」轟眞
市 （物質・材料研究機構 主幹研究員，材料科学分野）
③ 「オンライン学術出版とパーソナルライブラリー」植田憲一（電気通信大学教授）
④ 「Science Repositories : 立場，視点，権利，責務」米田仁紀（電気通信大学教授）

3.

情報環境を共有する
① 「草の根リポジトリ活動から見た，学術情報とリポジトリ」坂東慶太（My Open
Archive）
② 「New Phase of eSciDoc – Solution for eScience, Comparison of IR software」
Malte Dreyer （マックスプランクデジタルライブラリー）
③ 「NIMS eSciDoc – A Feedback from Japanese Aspects」高久雅生（物質・材料研
究機構エンジニア）

4.

横断的にディスカッション
① 「“Beyond Institutional Repositories”及び“Beyond Romary & Armbruster on
Institutional Repositories”レビュー」杉田茂樹，鈴木雅子（デジタルリポジトリ
連合）
② 「リポジトリから e-Science へ : サイエンスコミュニケーターからの提案」長神
風二（東北大脳科学グローバル COE 特任准教授）
③ 「IFLA（国際図書館連盟）2009 年ミラノ大会参加報告 : オープンアクセス関連
の発表を中心に」古賀崇（京都大学附属図書館研究開発室准教授）

DRF 地域ワークショップ（近畿地区）「DRF-Mt. Machikane」
開催日 平成 21 年 9 月 18 日（金）
会場

大阪大学附属図書館総合図書館 6F 図書館ホール&研修室

主催

DRF

参加者 29 名
1.

開会挨拶 細戸康治（大阪大学）

2.

講義「IR のことを考えながら，ILL の仕事をする」永井一樹（兵庫教育大学）

3.

研修
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① 「使われてなんぼのリポジトリを作ろう」土出郁子（大阪大学）
② 「著作権処理実務～学術雑誌論文と紀要を中心に～」中山貴弘（神戸大学）
③ 「データバックアップ講座－かたちあるもの全てぶっ壊れる」前田信治（大阪大
学）
④ 「資料電子化の実際－歪まず荒くならず重過ぎず，そして透明テキストを」土出
郁子（大阪大学）
⑤ 「アクセスログの解析－ロボットとか抜いたら……減る減る減る」前田信治（大
阪大学）
⑥ 「リポジトリのメタデータ概論 - KURENAI の入力事例を中心に」大西賢人（京
都大学）
4.

事例報告
① 「リポジトリ後発館から～事例報告：香川大学の場合～」岩澤尚子（香川大学）
② 「私学でリポジトリ！？－一人で構築，リポジトリ構築日記－」磯野肇（奈良大
学）

DRF 主題ワークショップ（医学・看護学）
開催日 平成 21 年 10 月 3 日（土）
会場

東京慈恵会医科大学（西新橋キャンパス）中央棟（8 階）会議室 1，2

主催

DRF，DRF-Med 実行委員会（聖路加看護大学図書館，東京女子医科大学図書館，
東京歯科大学図書館，東京慈恵会医科大学学術情報センター）

後援

日本薬学図書館協議会，日本看護図書館協会，特定非営利活動法人日本医学図書
館協会

参加者 32 名
1.

あいさつ 内島秀樹（金沢大学）

2.

講演「EBM 時代のリポジトリ」中木高夫（日本赤十字看護大学）

3.

「医学系リポジトリの事例」
① 杉山尚子（東京女子医科大学）
② 阿部潤也（東京歯科大学）

4.

パネルディスカッション・フロアーとの意見交換
話題提供者 : 下原康子（千葉県がんセンター患者相談支援センター患者図書室「にと
な文庫」），新谷益朗（東京歯科大学口腔科学研究センター），鈴木宏子（千葉大学），
松田真美（医学中央雑誌刊行会）
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DRF 技術ワークショップ軽井沢
開催日 平成 21 年 10 月 7 日（水）～10 日（土）
会場

国立情報学研究所軽井沢セミナーハウス

主催

DRF

参加者 10 名 （Invitation only）
1.

事前調整

2.

ワークショップ

・ 主要 IR システム（Dspace,Eprints,Weko 等）の VMWare イメージ，USB メモリから
起動可能なイメージの作成
・ Dspace 最新版(1.5.2)の新機能の確認（SWORD 等）や，下位バージョンからのアップ
グレードの検証
・ ダウンロード回数等の利用記録をより視覚的に著者に見せるための仕組みの開発
（JAWstats 統計機能を使用して）
・ 共用リポジトリ上アクセスログの機関ごとの振り分け機能の開発（フィルタリング込）
・ 著者へのダウンロード回数メール送信システム（apache の combined 形式であれば汎
用的に利用可能な）
・ IR システムのロードバランサを使った負荷分散検証
・ IR に登録したコンテンツの特定 URL を指定 URL にリダイレクトさせる機能開発
・ CiNii API を使った，naid 指定により書誌流用が行える機能の開発
・ ETD-MS Crosswalk の開発（Dspace）
・ デジタルコンテンツ内全文も検索できる JAIRO ライクなシステム開発
・ オンザフライカバーページの適用レポート（Dspace1.4.2）

第 5 回 DRF ワークショップ「2009 年，いま改めてリポジトリ」
開催日 平成 21 年 11 月 11 日（水）
会場

パシフィコ横浜 第 11 回図書館総合展 フォーラム特設 A 会場

主催

DRF

後援

国公私立大学図書館協力委員会

参加者 319 名
1.

開会挨拶 逸見勝亮（北海道大学附属図書館長）
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2.

「リポジトリがより活用されるために」
講師 : 山村高淑（北海道大学観光学高等研究センター 准教授），岡田淳子（日本赤十
字広島看護大学 准教授）
，岩澤尚子（香川大学）
進行 : 武内八重子（千葉大学）

3.

「これから始める機関のための隣のリポジトリ事情」
講師 : 高野聡（新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部），辻水衣（広島経済大学），
徳安由希（九州工業大学）
，永尾仁美（長崎県立大学）
進行 : 加藤信哉（東北大学）

4.

「今さら訊けないリポジトリの A to Z」
回答者 : 久保いくこ（横浜国立大学），斎藤未夏（筑波大学），鈴木正紀（文教大学），
土出郁子（大阪大学）
，外崎みゆき（関東学院大学）
，森一郎（千葉大学）
進行 : 前田信治（大阪大学）

DRF International Conference 2009 : Open Access Repositories now and in the future from the global and Asia-Pacific points of view
開催日 平成 21 年 12 月 3 日（木）～4 日（金）
会場

Tokyo Institute of Technology

主催

Digital Repository Federation，SPARC Japan

共催

Tokyo Institute of Technology Library

後援

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology，Japanese
Coordinating Committee for University Libraries ， Japan Association of
National University Libraries，Public University Library Association，Japan
Association of Private University Libraries，SPARC

参加者 174 名
1.

Opening Keynote「What now ? : Beyond publishing and libraries」Syun Tutiya
（Chiba University）

2.

Session 1「Coming of age and beyond : eScience, eResearch and ePublishing」
Chair : Syun Tutiya （Chiba University）
① 「 Innovation in Scholarly Communication in High-Energy Physics :
Repositories and Open Access」Salvatore Mele （CERN）
② 「A Data infrastructure for a Data oriented Research and Education」Alicia
López Medina （COAR/UNED）
③ 「The Critical Role of Repositories in Advancing Research Findings」David
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Shulenburger （Association of Public and Land-grant Universities）
3.

Session 2. 「IR in Asia and the Pacific : Present and Future」
Chair: Hiroya Takeuchi （Chiba University）
① 「Suggestions for Asian/Australasian regional cooperation based on a critical
evaluation of collaboration and standardisation across Australian Institutional
Repositories」Peter Sefton （University of Southern Queensland）
② 「Future Perspectives of Institutional Repositories in Taiwan」Simon C. Lin,
Ya-Ning Chen （Academia Sinica）
③ 「 Before and After DRF Initiative : a cluster of institutional repository
programs beyond the traditional role of the library 」 Hideki Uchijima
（Kanazawa University）

4.

Session 3. 「Attitudes towards diversity」
Chair: Masamitsu Kuriyama （Tokiwa University）
① 「Studying Users to Design a Better Repository」Susan Gibbons （University of
Rochester）
② 「Advocacy, content acquisition and the place of the repository in the research
process」Simon Bevan （Cranfield University）
③ 「RePEc's impact on usage of working papers in institutional repositories」Sho
Sato （University of Tsukuba） et al.
④ 「A polynomial-expansion approach to IR and ILDD」Masako Suzuki （Otaru
University of Commerce） et al.
⑤ 「 E-Science Experiences at NIMS eSciDoc : Self Archiving of Profiled
Experimental Data」Mikiko Tanifuji （National Institute for Materials Science）
et al.
⑥ 「 ResearcherPages; Author Buy-in to Institutional Goals 」 David Palmer
（University of Hong Kong）

5.

Closing Keynote「A Retrospective of NII Projects on New Perspectives in CSI」Jun
Adachi （National Institute of Informatics）

6.

Posters
① 「 Copyright Practices in Japan's Academic Societies and Proposal for
Copyright Terms」Masako Hidaka （Japan Science and Technology Agency）
② 「 Institutional Repository at a Project-oriented Inter-university Research
Institute」Hirotaka Chikaraishi （National Institute for Fusion Science） et al.
③ 「Better relationship between researchers and librarians through the joint
development of a repository」Masako Suzuki （Otaru University of Commerce）
et al.
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④ 「An Integrated Approach to Researcher Portfolio and Institutional Repository
in NIMS eSciDoc」Masao Takaku （National Institute for Materials Science）
et al.
⑤ 「Repository of Archaeological Reports （RAR）: e-Science for Archaeologists,
Historians and Common researchers 」 Masahito Hirakawa （ Shimane
University） et al.
⑥ 「Researcher-helpful evaluating and analyzing tool ? The Research Visibility
Analysis System using the institutional repository and the researcher
directory ?」Masashi Iwai （Shinshu University） et al.
⑦ 「Repository helps decrease ILL requests for photocopies: A decisive, though
shameless, experiment」Yoriko Ikejiri （Chiba University） et al.
⑧ 「Usage log analysis of institutional repositories' contents: user domains, refer
types and contents' attributes」Sho Sato （University of Tsukuba） et al.
⑨ 「 Digital Mathematics Library in Japan over digital repositories 」 Takao
Namiki （Hokkaido University） et al.
⑩ 「A Model of Publication of Scholarly Papers on Institutional Repositories」
Kensuke Baba （Kyushu University） et al.
⑪ 「Development of interface for visualizing structure among contents in TSR」
Norihiko Uda （University of Tsukuba） et al.
⑫ 「Author Identification - One view on the infrastructure building for Open
Access environment」Shun Morimoto （Kanazawa University） et al.
⑬ 「1996 Vision for an Electronic Library System」Shigeki Sugita （Hokkaido
University）
⑭ 「 New SCPJ: Let's develop an open access 」 Mika Saito （ University of
Tsukuba） et al.
⑮ 「New role of "Tsukuba Repository assistance system" : Progress to system
that plays a part in collection of research achievements in University of
Tsukuba」Mika Saito （University of Tsukuba） et al.
⑯ 「Two heads are better than one : A report on DRF Technical Workshop
Karuizawa」Yuji Nonaka （Hokkaido University） et al.
⑰ 「 Developing new system models of shared repository 」 Takeo Ozono
（Hiroshima University） et al.

DRF/ShaRe 地域ワークショップ （兵庫）
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開催日 平成 21 年 12 月 17 日（木）
会場

関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス図書館ホール

主催

DRF，ShaRe，兵庫県大学図書館協議会

参加者 83 名
1.

「機関リポジトリ実務講義」
① 「概論・コンテンツ収集」上田大輔（広島大学）
② 「メタデータ・著作権」土出郁子（大阪大学）

2.

機関リポジトリ事例報告 : 中山貴弘（神戸大学），安本裕和（関西学院大学），永井一
樹（兵庫教育大学）
，安波敬子（武庫川女子大学）
，鈴木孝明（奈良県立医科大学）
，金
子尚登（鳥取大学）

3.

「共同リポジトリ概論」尾崎文代（広島大学）

4.

共同リポジトリ参加大学事例報告 : いが崎直子（中国学園）
，中請真弓（広島市立大学）

DRF 地域ワークショップ （東北地区）「DRF-Sendai」
開催日 平成 22 年 1 月 7 日（木）～8 日（金）
会場

東北大学附属図書館 2 号館大会議室

主催

DRF

共催

東北地区大学図書館協議会，東北大学附属図書館

参加者 53 名
1.

開会挨拶 野家啓一（東北大学附属図書館長）

2.

機関リポジトリ初めの一歩
① 「機関リポジトリ概論」加藤信哉（東北大学）
② 「事業戦略」片山俊治（東北大学）
③ 「コンテンツ収集・著作権」三上豊（弘前大学）
④ 「研究者へのアプローチ・模擬説明会」鈴木雅子（小樽商科大学）
，吉光紀行（山
口大学）

3.

東北・北海道地区の機関リポジトリあれこれ
① 機関リポジトリ事例報告 : 三上豊（弘前大学）
，菅原透（東北大学）
，津田ひろ子
（山形大学）
，河野忠市（福島大学）
，今野穂（札幌医科大学）

4.

機関リポジトリの今
① 「研究者の視点から」長神風二（東北大学脳科学グローバル COE）
② 「ROAT & UsrCom」森一郎（千葉大学）
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③ 「ShaRe」尾崎文代（広島大学）
④ 「IRcuresILL」鈴木雅子（小樽商科大学）ほか
⑤ 講演「機関リポジトリの今」佐藤義則（東北学院大学文学部）
⑥ 「DRFIC2009 報告」菊地良直（東北大学）
⑦ 「周辺動向」杉田茂樹（北海道大学）
⑧ なんでも相談会
司会 : 尾崎文代

第 6 回 DRF ワークショップ「これまでの 5 年間，これからの 5 年間」
開催日 平成 22 年 2 月 5 日（金）
会場

北海道大学附属図書館大会議室（本館 4 階）

主催

DRF

共催

ShaRe，SCPJ，IRcuresILL，ROAT，UsrCom

後援

北海道地区大学図書館協議会

参加者 91 名
1.

セッション 1「これまでの 5 年間」
① 「アクセス向上のための経路開拓」杉田茂樹（北海道大学）
② 「図書館活動とオープンアクセスの接点」鈴木雅子（小樽商科大学）
③ 「新規構築大学のためのコミュニティサポート」前田信治（大阪大学）
④ 「学会出版との共生」斎藤未夏（筑波大学）
⑤ 「教育研究成果の国際的発信」内島秀樹（金沢大学）
⑥ 「地域大学間連携による共同推進」尾崎文代（広島大学）
⑦ 「技術情報の普及と支援ツール開発」森一郎（千葉大学）
⑧ 「次世代学術コンテンツ基盤構築 -- NII がめざす近未来」杉田いづみ（国立情報
学研究所）

2.

セッション 2「これからの 5 年間」
パネルディスカッション
座長：土屋俊（千葉大学文学部）
，話題提供：杉田茂樹（北海道大学）
パネラー：片山俊治（東北大学）
，関川雅彦（筑波大学）
，杉山宗武（千葉大学）
，内島
秀樹（金沢大学）
，石井道悦（広島大学）
，杉田福夫（北海道大学）
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DRF 地域ワークショップ （Kan-Nihonkai）
開催日 平成 22 年 2 月 17 日（水）～18 日（木）
会場

金沢大学 自然科学系図書館 AV ホール

主催

金沢大学，DRF

参加者 71 名
1.

「学術コミュニケーションの現在」小山憲司（三重大学）

2.

「リポジトリログ分析による学術情報流通の諸側面」佐藤翔（筑波大学）

3.

「研究室に埋蔵されている研究・教育資料公開の試み」高田良宏（金沢大学）

4.

事例報告「環日本海域のリポジトリから」
（北海道大学，小樽商科大学，山形大学，新潟大学，金沢大学，北陸先端科学技術大
学院大学，福井大学，島根大学，九州大学）

DRF 地域ワークショップ （四国地区）
開催日 平成 22 年 2 月 19 日（金）
会場

高知工科大学 C 棟 1 階 102 教室

主催

DRF

共催

中国四国地区大学図書館協議会

参加者 29 名
1.

「教員評価と機関リポジトリの相互作用」篠森敬三（高知工科大学附属情報図書館長）

2.

「機関リポジトリ概論」土出郁子（大阪大学）

3.

「共同リポジトリ概論」尾崎文代（広島大学）

4.

機関リポジトリ事例報告 : 折原善彦（徳島大学），山本豪（鳴門教育大学），仙波行茂
（愛媛大学）
，岩澤尚子（香川大学）
，小吉百合（高知大学）

5.

「システムの安価な構築方法」前田信治（大阪大学）
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