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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
企画ワーキンググループの活動の中心は、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
と人材育成である。今年度は、コミュニティ間の情報共有の進展と研修事業の体系化及び継続性の維
持を主な目的として以下の活動を行った。

1-1. 機関リポジトリ新任担当者研修
NII からの委託を受けて DRF 主催による機関リポジトリ新任担当者研修を初めて開催した。これ
は昨年度までの国立情報学研究所（NII）学術ポータル担当者研修の内容を引き継いだものである。
今年度は、広島会場（広島大学図書館、平成 23 年 9 月 8 日～9 日）
、NII 会場（第 1 回：平成 23 年
10 月 6 日～7 日、第 2 回：11 月 21 日～22 日）の計 3 回開催した。NII 会場の第 1 回は申込開始当
日に定員が埋まるという大盛況で、受講できない参加希望者からの追加開催の要望に応えるため、当
初予定していなかった第 2 回を急遽追加開催した。今年度の研修では、84 の大学・研究機関から 89
名の参加者があり、1 日半の日程でオープンアクセスや機関リポジトリに関する講義、著作権や登録
の実習などを行い、機関リポジトリ運営に関する基礎的な知識や技術の習得、情報共有、意見交換を
行うことができた。
1-2. 機関リポジトリ中堅担当者研修
オープンアクセスに関する実務レベル以上の知識の獲得と次の機関リポジトリ担当者を指導でき
る人材の養成を目的として、中級レベルの機関リポジトリ業務担当者及び設置済機関の管理職を対象
とした機関リポジトリ中堅担当者研修を平成 23 年 10 月 20 日～21 日に九州大学附属図書館を会場と
して開催し、全国各地から 22 名の参加があった。機関リポジトリだけでなく、学術コミュニケーシ
ョンに関する諸課題や背景知識となる世界の学術情報流通の歴史・動向等についての講義やグループ
討議を行った。DRF 初の試みであったが、世界規模での学術情報流通の今後を考える機会となり、そ
の中における各機関リポジトリ推進のためのアイデアを出し合うことができた。また、この議論は、
全国ワークショップのパネルディスカッション及び SPARC Japan セミナーの企画協力へとつながっ
た。答えが無い様な難しい問題について活発に討議する受講生の姿が印象的だった。
1-3. 全国ワークショップ
第 8 回全国ワークショップ DRF8 として、平成 23 年 11 月 10 日図書館総合展にて「学術へのオー
プンアクセスは大学図書館に何を免じ何を任ずるのか」という統一テーマのもと 、第 1 部：8 大学に
よる自機関リポジトリの事例報告、第 2 部：ジャパンリンクセンター（JaLC）
、大学図書館コンソー
シアム（JUSTICE）及びデジタルリポジトリ連合（DRF）の講演・活動報告、第 3 部：今後の学術
情報流通に関する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。のべ 148 名の参加があり、オープンアクセス、機関リポジトリに関する最新の動向の把握、情報
共有、意見交換を行うことができた。
1-4. 講師派遣
DRF 加盟機関に対し、特定の学術分野に特化した内容の主題ワークショップや、機関リポジトリの
構築・運営に関する技術ワークショップ、或いは各機関において実施する機関リポジトリに関するイ
ベントに DRF から講師派遣の希望を募り、平成 23 年 10 月～24 年 1 月に開催された 7 つのワークシ
ョップおよび講演会に 11 名の講師を派遣した。
1-5. 月刊 DRF の発行
DRF の広報誌「月刊 DRF」の編集・定期的発行を行い、機関リポジトリやオープンアクセスにつ
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いての最新情報、特集記事など幅広い話題を提供した。のべ 32,000 件以上ダウンロードされた。

1-6. 海外文献・国内活動の翻訳
オープンアクセスに関する海外論文 6 本の英文和訳、
国内優良事例の紹介 1 件の和文英訳を行った。
1-7. 参加機関アンケートの実施
DRF 参加機関の機関リポジトリの構築・運用状況の実態を調査・把握すること、及びその結果を今
後の活動の基礎資料とすることを目的として「DRF 機関リポジトリ構築・運用状況調査アンケート」
を平成 24 年 1 月に行った。
1-8. 来年度に向けて
参加機関アンケートやイベント開催時のアンケートからの意見によると、講師派遣事業については、
地域的な小規模イベントの開催も求められているようだった。また、機関リポジトリ中堅担当者研修
のプログラムについては、担当者の実務ノウハウによりフォーカスをあてた中堅担当者の研鑽機会が
必要とされているようだった。このような意見を踏まえ、これらの事業の在り方やプログラム内容の
見直しを行う。
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２．国際連携ワーキンググループ
2-1. 海外オープンアクセス動向の受容
平成 23 年度の海外関連動向としては、米国 RWA 法案及びいわゆる「エルゼビアボイコット」運動
を巡る動き、オープンアクセスメガジャーナルの興隆などがあった。
国際連携 WG では、WG 委員に DRF 参加機関の協力者を加えて、海外のブログや関連 ML 上の記
事を和訳するチームを組織し、RWA 等にまつわる話題を中心として DRF 公開 ML を通じてほぼリア
ルタイムに日本語で紹介した。加えて、全体状況を図解し、
「エルゼビア社とオープンアクセス（OA）
をめぐる今冬の動き」として、大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）広報誌『jusmine』2012
年 2 月特別号に寄稿した。翻訳活動にご協力下さった、山本和雄（北海道大学）
、守本瞬、藤原恵理
子（以上、金沢大学）
、近藤喜和（奈良先端科学技術大学院大学）
、森石みどり（大阪大学）
、稲永晶子
（琉球大学）の各氏に感謝したい。これに関連し、COAR によるエルゼビア社への公開書簡の日本語
版を公表した（附録 1 参照）
。
また、PLoS ONE をはじめとしたオープンアクセスメガジャーナルの動向に関し、DRF 機関リポ
ジトリ中堅担当者研修（10 月）
、第 8 回 DRF ワークショップ（11 月）で取り上げ議論を深めた。こ
れを踏まえ、2011 年度第 5 回 SPARC Japan セミナー「OA メガジャーナルの興隆」の開催に企画協
力した。各催しの模様については月刊 DRF を参照されたい。
ほか、Stevan Harnad の「転覆提案」を翻訳し（8～9 月）
、月刊 DRF を通じて公開した。
2-2. 国内動向の海外への発信
ワシントン DC で開催された第 9 回ベルリン宣言記念オープンアクセス会議において、著者識別子
に関するポスター発表（Hideki Uchijima, et al. "Enhanced discovery and reuse of open access
contents through author Identifiers:A case study in Japan"）を行った。
国内の状況発信については、翻訳活動チームが中心となって「月刊 DRF 英訳」プロジェクトを開
始した。
2-3. 海外関連組織との交流
国際オープンアクセスリポジトリ連合（COAR）参加組織として、杉田茂樹（Deputy Chair）
、土
屋俊（WG2 Co-Chair）
、土出郁子（WG3）を中心にその運営に参画した。
また、英国において機関リポジトリに関する人材養成活動等をすすめているリポジトリサポートプ
ロジェクト（RSP）と情報交換の会合を持ち（1 月）
、3 月には UKCoRR をまじえて今後の友好協力
関係に関する了解覚書（附録 2 参照）を取り交わした。
2-4. 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
24～30 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、ホームページや twitter 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://cont.library.osaka-u.ac.jp/oaw/
写真サイト http://www.flickr.com/photos/drf_museum/sets/72157627840414111/
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3. 技術サポートワーキンググループ
3-1. DRF 技術ワークショップ：DRF-tech Karuizawa 2011 の開催
本ワークショップでは、DRF メーリングリストで要望のあった OAI-PMH に対応していない学術
情報データベースとの連携をメインテーマとして取り組み、junii2 を活用した汎用的なデータ提供ツ
ールを作成した。本ツールを活用することで、RePEc（経済学分野のデータベース）
、DOAJ（オープ
ンアクセス学術雑誌のデータベース）と連携する際に求められる、論文データを簡単に作成すること
が可能となる。
また、昨年度作成・公開したマニュアル類の検証やリポジトリソフトウェアに追加された機能の試
用レポートの作成を行った。
成果の詳細については DRF wiki サイトを参照。
http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/index.php?DRFtech-Karuizawa2011
DRF 技術ワークショップ 2011 の主な取り組み

リポジトリ

メタデータ変換
ツール作成

A 大学
リポジトリ

B 大学
リポジト
リ

C 大学
リポジトリ

baseURL を
指定して
Junii2 で値を
呼び出す

OAI-PMH

変換プログラム
・Windows 用ツール
・Server 設置用ツール
変換対象例：
・RePEc
・DOAJ ほか。

一般的なハーベストによる
メタデータ流通

OAIOAI-PMH を
サポートしてい
ないサイトへの
登録補助

IRDB

JAIRO

WorldCat
Gateway

OAIster

RePEc 等

3-2. ジャパンリンクセンター（Japan Link Center: JaLC）との連携方法の検討
JaLc 経由でリポジトリコンテンツに DOI を付与する際の課題の検討を行った。
主な内容は以下のとおり。
・DOI Suffix の付与方法
ルールを決めて出版と同時に付与、もしくはメタデータからの自動付与が良いか。
・junii2 フォーマットについて
著者版論文に DOI を付与する場合は、すでに junii2 に用意されている DOI フィールドを利用
しているので、新たなフィールドを設ける必要があるか。
・選択的データ提供について
選択的にハーベストを実施するのは難しいので、本年度の技術ワークショップで作成したデー
タ提供ツールを利用すると良いか。
3-3. その他
DSpace Community Advisory Team のアンケート調査に対して、日本の情況と要望を回答した。
概略は以下の通り。
①日本では多くの機関が DSpace を利用している。
②日本では junii2 フォーマットが標準化しており、DSpace 標準での junii2 サポートを期待する。
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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、プロジェクト通称を「rliaison（リポジトリ・リエゾン）
」としている。情報共有のためのメーリ
ングリストには現在 16 大学 36 名の参加がある。
平成 22 年度に引き続き、情報共有、意見交換をすすめた。取り扱われた話題は、米国ドレクセル
大学の学生専属司書制度、RLUK（英国研究図書館協会）による報告書「Re-skilling for Research」
等。組織的な意識喚起活動、義務化方針を含む制度構築とも、平成 23 年度は特段の新機軸はあらわ
れなかった。
なお、平成 24 年度は担当大学に旭川医科大学、聖学院大学を加える予定である。
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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

本プロジェクトは「学協会著作権ポリシーデータベース」
（SCPJ データベース）により学協会の正
確かつ最新のオープンアクセス方針に関する情報を発信して機関リポジトリのコンテンツ拡充に貢献
すること、日本の学術情報流通を検討・分析する上で有用な基礎データを提供することを目的として
いる。

① SCPJ-Next（仮称）の検討・調査及びデータ更新・機能拡充
今年度は、CSI 委託事業終了後、SCPJ データベースを安定的・効率的に運用するための、ハード
ウェア環境、データの蓄積、他システムとの連携を検討した。
ハードウェア環境面では、JAIRO Cloud への移行について国立情報学研究所関係者と協議を行っ
た。この際、CSI 委託事業（領域 2）
「文献自動収集・登録ワークフローシステムの開発」担当館の協
力を受け、同プロジェクトの成果物との連携についても検討できた。
データ面では、既存データの精査および再調査を行い、1,647 学協会に問合せを送付し、回答を得
た 360 学協会の登録データを更新した（回答率 21.9％）
。また、DRF 主催・後援研修では、著作権関
係の講習を通して SCPJ プロジェクトへの理解を促すとともに、機関リポジトリコミュニティに対し
データ更新への協力を呼び掛けた。
システム面ではデータ項目に NCID を追加し、CiNii Books 情報の参照を可能とした。併せて学会
ID、雑誌 ID を固定長化し、今後の他システムとの連携に向けて機能を強化した。また、昨年度切り
分けを行った学会用・機関リポジトリ担当者用のそれぞれのアカウント専用のメニュー画面を設置す
るとともに、編集履歴管理機能の強化、学会から要望のあったポリシー色 Gray の細分を行い、デー
タ更新にあたる学会・スタッフ向けの利用環境を整備した。
② 学協会関係者との意見交換・情報共有
新たに、日本学術会議協力学術団体 70 学協会に広報資料（前年度国立大学図書館協会と協働で作
成した「機関リポジトリ説明」及び「著作権ポリシーの公開」
）及び調査票を郵送したほか、 SPARC
Japan の協力を得て第 3～5 回 SPARC Japan セミナー会場に於いて広報資料を配布した。
また、STM 系から人文系まで 27 学会の学会業務を受託し、学会向け情報紙を発行している中西印
刷株式会社 NACOS 学会事務センターを訪問し、学会出版・著作権・電子ジャーナル等について意見
交換を行うとともに、学協会への働き掛けへの協力を依頼した。
以上の結果、平成 24 年 2 月末時点で登録学会数は 2,489 に増加し、SCPJ データベースによって
1,018 学協会 1,347 誌の著作権ポリシーが確認できる。平成 23 年 4 月～平成 24 年 2 月のアクセス件
数は約 43,000 件(月平均約 3,900 件)に上り、59 大学の機関リポジトリ（主に研究者向け案内ページ）
からリンクされるなど、オープンアクセスへの理解と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。
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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 本プロジェクト参加大学の募集及び各機関の機関リポジトリ改修
本プロジェクトの実験に参加する大学を募集し、北海道大学、長崎大学、奈良女子大学、関西学院
大学の 4 大学を決定した。また、大阪市立大学が自費改修による参加を申し出たため、参加機関とし
た。
これら 5 大学に対し、平成 23 年 11 月 17 日に、国立情報学研究所で説明会を開催した。
この説明会により、著者の同定・識別に対する理念・概念の理解、本プロジェクトの概要及び進行
手順、参加大学で行う作業内容、疑問点解消などの情報共有が行えた。これにより、以降の事業推進
が円滑にできた。
続いて、上記 4 大学の機関リポジトリに対して以下の改修を行った。
1) 既登録済のコンテンツに対する著者識別子の一括登録。
2) 今後 IR に登録する著者識別子の取り扱いを簡便にするための DSpace バージョンアップ。
3) IRDB へ著者識別子を送信するためのプログラム改修。
以上の結果、表の通り、著者識別子が遡及され、JAIRO へ送信された。
参加機関名
北海道大学
長崎大学
奈良女子大学
関西学院大学
大阪市立大学
合計

遡及した
識別子数
5,074
16,296
1,467
1,615
521
24,973

遡及した
著者数

遡及した
アイテム数
823
4,228
1,175
8,079
193
746
228
1,550
128
521
2,547
15,124
※大阪市立大学は自費改修

② ワークショップの開催
今年度の本プロジェクトの実験結果の報告と、著者の同定・識別に関する情報共有のためのワーク
ショップを、平成 24 年 2 月 14 日に大阪市立大学で開催した。
近畿地区の大学や IR 開発業者を始めとする 37 名の参加があった。複数のシステム開発業者の参加
もあり、システム的な拡大も期待できるものとなった。
本プロジェクト参加機関以外の機関での取り組みの紹介も行い、ディスカッションでは、今後の著
者識別子の世界的な動きについて議論になるなど、活発な情報交換が行われた。
参加者に、著者の同定・識別に関する理解させ、底辺拡大を計ることができた。
このワークショップの報告は以下のサイトから公開した。
http://www.lib.kanazawa-u.ac.jp/kura/nayose_ws/2011_report.html
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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 国立情報学研究所が運営するクラウド・サーバへの ROAT の移行
近年、各機関の機関リポジトリのアクセス数が比較されるようになってきたが、現状では必ずしも
集計方法が統一されていないように思われることから、
アクセス数の集計方法の統一を図るとともに、
平成 20 年度末に構築した「機関リポジトリアウトプット評価システム (Repository Output
Assessment Tool)」の性格を、より公的なものとし、有効に利用されるよう、国立情報学研究所が運
営するクラウド・サーバにシステムを移行した。なお、国立情報学研究所との協議により、クラウド・
サーバによる運用は平成 24 年度から開始する。
② 「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」の改訂
当プロジェクトの前身である「機関リポジトリ評価のための基盤構築」は、機関リポジトリのアク
セス数の集計を正当に評価するための指針として、平成 22 年 2 月に「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」を作成したが、その後の周辺状況変化などを踏まえ、改訂版を作成した。
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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、千葉大学

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 6 本の和訳を行った。
② 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。
③ オープンアクセス週間におけるアドボカシー活動
内容は、
「2-4. オープンアクセスウィーク（OAW）への参画」
（p.5）参照。
④ 全国ワークショップ
内容は、
「1-3. 全国ワークショップ」
（p.3）参照。
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 8 回 DRF 全国ワークショップに併せ、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。
⑥ 参加機関アンケートの実施
内容は、
「1-7. 参加機関アンケートの実施」
（p.3）参照。
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(2) 人材養成：機関リポジトリ担当者の人材育成
○広島大学、大阪大学、千葉大学

① 機関リポジトリ新任担当者研修の開催
機関リポジトリ運営に関する基礎的な知識や技術の習得、情報共有、意見交換を行った。特に東日
本地域では、受付開始即日に申込者数が定員に達し、追加開催を決定した。このことから、当該研修
の需要の高さが伺える。受講者数、講義資料、受講生の成果物は以下の通り。
広島会場：受講者 29 名（辞退 1 名、定員 30 名）
http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/index.php?training%2Fbeginner_2011_1
NII 会場第１回：受講者 30 名（定員 30 名）
http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/index.php?training%2Fbeginner_2011_2
NII 会場第 2 回：受講者 30 名（定員 30 名）
http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/index.php?training%2Fbeginner_2011_3
② 研修会議への参加
北海道大学で開催された「IR 研修検討会議」へ参加した。デジタルリポジトリ連合と英国の RSP
の研修活動について情報・意見交換を行った。また、今年度の研修事業の見直しと RSP の報告を踏
まえ、来年度の研修事業のスケジュール及び実施形態を検討した。
③ 機関リポジトリ中堅担当者研修の開催
機関リポジトリ活動の背景となる世界の学術情報流通の歴史・動向を主なテーマとして、中級レベ
ルの業務担当者・設置済機関の管理職を対象に受講生を公募し、講師 6 名を派遣した。
④ 技術課題解決のためのワークショップの開催
DRF 技術サポートワーキンググループメンバー5 名と DRF 加盟機関から招待メンバー2 名を派遣
し、機関リポジトリの運営に役立つソフトウェア・ツールを開発する技術ワークショップを実施し、
ツールの作成、マニュアル作成、レポート作成、サーバ環境設定等について 6 つの成果を生み、DRF
のホームページ上に公開した。
⑤ 公募ワークショップ・イベントへの講師派遣及びその支援
DRF 加盟機関に対し、特定の学術分野に特化した内容の主題ワークショップや、機関リポジトリの
構築・運営に関する技術ワークショップ、及び各機関において実施する機関リポジトリに関するイベ
ントに DRF から講師派遣の希望を募り、7 つのワークショップおよび講演会に 11 名の講師を派遣し
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 Berlin9 への参加
ワシントン D.C.で開催された Berlin 9 Open Access Conference（11 月 9 日～10 日）へ金沢大学か
ら発表者 2 名（内島秀樹、藤原恵理子）を派遣し、日本における著者識別子の運用状況についてポス
ター発表を行った。内容は、現在金沢大学が中心となって実証実験を行なっている「オープンアクセ
ス環境下における同定機能導入のための恒久識別子実証実験」に関するもので、日本国内における「科
学研究費番号」の著者識別子への利用とデータ連携について詳報した。
なお、ポスターについては、以下のサイトからダウンロードできる。
http://www.berlin9.org/bm~doc/berlin9_poster_kanazawa_university.pdf
また、本件について月刊 DRF2011 年 12 月号で参加報告を行った。
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活動日誌
平成 23 年
9 月 8 日～9 日

機関リポジトリ新任担当者研修（広島会場）の開催

10 月 6 日～7 日

機関リポジトリ新任担当者研修（NII 会場第１回）の開催

10 月 20 日～21 日

機関リポジトリ中堅担当者研修の開催

10 月 24 日～30 日

国際オープンアクセス週間の日本窓口を担当し、期間中の国内のオープンアクセス
活動の支援を行った。

10 月 31 日

オープンアクセス講演会 at NAIST への講師派遣

11 月 7 日～12 日

国際会議 Berlin 9 Open Access Conference（米国ワシントン D.C.）へポスター発表者
2 名を派遣し、リポジトリに搭載された論文の著者に番号(著者識別子)を与えて同
定・識別するプロジェクトについて紹介し、あわせて日本の研究者コミュニティを論
文数や科学研究費などの観点から説明した

11 月 9 日

学術機関リポジトリの充実のための著作権学習会への講師派遣

11 月 10 日

第 8 回全国ワークショップ DRF8 開催：「学術へのオープンアクセスは大学図書館に
何を免じ何を任ずるのか」という統一テーマのもと、3 部構成で第 1 部：8 大学による
自機関リポジトリの事例報告、第 2 部：ジャパンリンクセンター（JaLC）、大学図書館コ
ンソーシアム（JUSTICE）及びデジタルリポジトリ連合（DRF）の講演・活動報告、第 3
部：今後の学術情報流通に関する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。のべ 148 名の参加があった。

11 月 21 日～22 日

機関リポジトリ新任担当者研修（NII 会場第 2 回）の開催（追加開催）

11 月 25 日

平成 23 年度広島県大学共同リポジトリ（HARP）勉強会への講師派遣

11 月 29 日

鹿児島県学術共同リポジトリ講演会への講師派遣

12 月 7 日～9 日

技術ワークショップ軽井沢の開催

12 月 21 日

国際武道大学機関リポジトリ研修会への講師派遣

平成 24 年
1 月 19 日～20 日

英国 RSP から Jackie Wickham 氏を招聘し、IR 研修検討会議を開催した。日英双方
の研修事業について報告・意見交換を行い、今後の研修事業を検討するにあたり
非常に有益な情報収集・意見交換を行うことができた。また、平成 24 年度のデジタ
ルリポジトリ連合主催の機関リポジトリに関する研修事業について議論し、基本的な
方向をまとめることができた。

1 月 20 日

神戸市外国語大学リポジトリワークショップへの講師派遣

1 月 23 日

愛媛大学図書館学術講演会への講師派遣

2 月 14 日

ワークショップ「研究者と論文とを結びつけるために～研究者 ID サミット２～」開催
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付録 1：
COAR からエルゼビア社への公開書簡（日本語訳）
オープンアクセスリポジトリ連合（COAR）は、学術文献へのオープンアクセスを振興す
るための政策や活動を切り崩す最近の営業活動、議会への働き掛けという理由によってエ
ルゼビア社を非難する研究コミュニティの動きに参加します。多くの商業出版社が、オー
プンアクセスへの高まる要求にそのビジネスモデルを適合させようと努めているのに対し、
エルゼビア社は、学術コミュニティにおけるこの目的に向かう進捗に一貫して抵抗するよ
うに行動をしてきました。
オープンアクセスを実現する一つの簡単な方法は、インターネットに接続されたオープ
ンアクセス・リポジトリに論文を寄託することです。COAR はエルゼビア社が論文搭載方
針に加えた変更に強く反対します。この方針では、オープンアクセスを義務化している機
関や組織に所属する著者に対して、その機関がエルゼビア社との間で非常に制限の強い合
意文書に署名しない限り、その論文のオープンアクセス・リポジトリへの寄託を禁じてい
ます。
「ユニバーサル・アクセス」を公に約束しているにもかかわらず、エルゼビア社の方
針は学術文献へのアクセスを甚しく制限しています。
同社のこのような方針は、COAR のメンバーおよびパートナーがもつ目的だけではなく、
より広い学術コミュニティの目的とも直接的に対立する関係にあります。これらのコミュ
ニティは、研究文献の利用可能性と利用実績を最大限にすることを目的としています。従
って、COAR はそのメンバーや他の機関に、オープンアクセス義務化を切り崩し、すでに
確立したあるいはしつつある著者の論文寄託の実践慣行に介入するエルゼビア社や他の出
版社とは合意関係をもつことを避けるよう推奨しています。
COAR はエルゼビア社に対して、オープンアクセスを抑制する同社の対応を再考し、研
究論文を最小限の遅延で寄託することを認めるよう方針を改めることを勧告します。われ
われは出版社に対して、図書館コミュニティおよびリポジトリ・コミュニティと緊密に連
携し、論文寄託について、研究者およびその所属機関、さらには社会全体に役立つ効果的
で持続可能な方法を開発することを促します。さらに、COAR は同じ志を持った組織――ラ
イセンス仲介機関、図書館コンソーシアムなど――がわれわれと一緒になってオープンアク
セス・リポジトリへの論文寄託に関する方針や手続きに関するベスト・プラクティスを開
発し、採用することを歓迎します。
オープンアクセスリポジトリ連合は、全世界的なオープンアクセス・デジタル・リポジ
トリのネットワークを通して研究成果の視認性と応用を高めることを求めるリポジトリ推
進プロジェクトからなる非営利組織です。COAR は、ヨーロッパ、ラテン・アメリカ、ア
ジア、北アメリカの各地域からの 24 か国の 80 以上の機関を代表しています。
ノーバート・ロッソウ、執行委員会委員長、オープンアクセスリポジトリ連合

（原文：http://www.coar-repositories.org/files/COAR-open-letter-06-02-2012.pdf）
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付録 2：

デジタルリポジトリ連合（DRF）及び
リポジトリサポートプロジェクト（RSP）及び
英国研究リポジトリ委員会（UKCoRR）による

了解覚書
前書き
日本のデジタルリポジトリ連合（以下、
「DRF」という。）と英国のリポジトリサポート
プロジェクト（以下、「RSP」という。
）は、協力関係を築き、オープンアクセスと機関リ
ポジトリ構築のための人材養成における英国・日本相互の知見と経験を共有することの有
益性について認識を共有している。これに加え、RSP は、リポジトリ担当者とその活動を
代表する独立組織として RSP と協力関係にある英国研究リポジトリ委員会（以下、
「UKCoRR」という。
）に本了解覚書への参加を招請した。
DRF は、日本の 100 以上の大学・研究機関からなり、同国内におけるオープンアクセス
と機関リポジトリ構築を推進している。DRF は機関リポジトリ担当者の養成のための研修、
ワークショップ、会議を日本において国立情報学研究所との共催で開催している。
RSP は、英国情報システム合同委員会（JISC）の助成に基づく活動体であり、英国の高
等教育機関におけるリポジトリの可能性、知識、技能の確立を通じて研究成果へのオープ
ンアクセスを増進することを目的としている。RSP は対面サポート及びウェブサイトや出
版物を通じ、助言や講習を提供している。加えて、英国の高等教育機関職員のための定期
的な会合や研修を開催している。
UKCoRR は英国のリポジトリ管理者、運用者、スタッフのための独立組織である。
UKCoRR はそのメンバーによって運営されており、リポジトリ管理業務は英国の研究機関
において専門的職能として認知され受容されるべきものであるとの観点に立っている。

合意・協力事項
DRF、RSP、UKCoRR の目的と活動は明らかにさまざまな接点を有している。機関リポ
ジトリの推進のための人材養成は両国において重要性を増してきている。

本覚書の範囲（但し、これに限定されるものではない）
1. 機関リポジトリ構築に係る人材養成における知見と経験の共有
2. 機関リポジトリ構築をテーマとして DRF または RSP によって開催される会合やワーク
ショップへの本覚書参加組織代表者の招聘。加えて、UKCoRR による会合への DRF 及
び RSP の参加
3. 三者のウェブサイト等における協力関係の報知
4. 各国内及び国際的な助成受入への協力を通じた、DRF と RSP の活動の継続性確保及び
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UKCoRR の活動の継続性確保への助力

本覚書の期間
1. 本了解覚書は、両者の代表者の署名日から発効し、両者の活動期間を通じて効力を有す
る。
2. 本了解覚書を破棄する場合は、十分な熟慮の上、書面により申し出るものとする。
3. 本了解覚書は、日本語版と英語版からなりともに効力を持つ。
4. 本了解覚書は、両者の認識を表明するものであり法的拘束力を持たない。
日付：2012 年 3 月 1 日

新田孝彦
デジタルリポジトリ連合運営委員長
北海道大学附属図書館長
日付：2012 年 3 月 1 日

ビル・ハバード
リポジトリサポートプロジェクト主査
ノッチンガム大学研究コミュニケーションセンター長
日付：2012 年 3 月 1 日

グレス・ジョンソン
英国研究リポジトリ委員会主査

- 15 -

Memorandum of Understanding
between
DRF – Digital Repository Federation in Japan
and
RSP – Repositories Support Project in the United Kingdom
and
UKCoRR – United Kingdom Council of Research Repositories
Preamble
The Digital Repository Federation (referred to as DRF hereafter), Japan and the Repositories
Support Project (referred to as RSP hereafter), UK, have identified mutual interest in cooperation
with respect to sharing experiences and expertise in the professional development of promoting
open access and institutional repositories. In addition, the RSP has invited the United Kingdom
Council of Research Repositories (referred to as UKCoRR hereafter) to be a party to this
memorandum as it is an independent organization, representing repository staff and works
closely with the RSP.
The Digital Repository Federation (DRF) is a federation consisting of 100+ universities and
research institutes which aims to promote Open Access and Institutional Repository development
in Japan. Supported by National Institute of Informatics, DRF sponsors and organizes training
courses, workshops and conferences for repository managers in Japan.
The Repositories Support Project (RSP) is a JISC-funded initiative which aims to increase open
access to research outputs through building repository capacity, knowledge and skills within UK
higher education institutions. It provides advice and guidance through face to face support and
through its website and publications. In addition, it organises regular events and training for UK
higher education staff.
The United Kingdom Council of Research Repositories (UKCoRR) is an independent body for
repository managers, administrators and staff in the UK. It is led by its members and has a vision
of the work of repository management as a professionally recognised and supported role within
UK research institutions.

Agreement and Collaboration
Among all objectives and activities of DRF, RSP and UKCoRR, intersections are to be clearly
identified. Development of professional skills and expertise for the promotion of institutional
repositories is of rapidly increasing significance in both countries.

This agreement includes, but not is not limited to,
1.
2.

Sharing each party’s experiences and expertise on professional development in institutional
repository development.
Inviting and sponsoring representatives of the partner organisations to participate in
appropriate DRF and RSP events and workshops on institutional repositories development.
In addition, UKCoRR welcomes DRF and RSP participation in UKCoRR meetings where
possible.
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3.
4.

Joint arrangement of the public announcement of the partnership between the three parties
on websites of the organizations.
Joint efforts to seek international and domestic funding and support to sustain the mission
and work of DRF and RSP and support to help sustain UKCoRR in its mission.

Terms of Agreement
1. This Memorandum is valid for the period while the organisations are in existence from the
date of signing by the representatives of all parties.
2. Any party may terminate this Memorandum at any time by giving written notice to the
others after mutual consideration.
3. This Memorandum shall be executed in Japanese and English, both versions having equal
validity.
4. This Memorandum is not intended as a formal contract between the parties hereto but merely
as a statement of the present intention and understanding of all the parties.

Date: March 1, 2012

Takahiko Nitta
Director, Digital Repository Federation
and
Director, Hokkaido University Library
Date: March 1, 2012

Bill Hubbard
Director, Repositories Support Project
and
Head of the Centre for Research Communications, University of Nottingham
Date: March 1, 2012

Gareth Johnson
Chair of United Kingdom Council of Research Repositories
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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
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）
島 文子（千葉大学）
入江 伸（慶應義塾大学）
内島秀樹（金沢大学）
甲斐重武（広島大学）

池田大輔（九州大学）
逸村 裕（筑波大学）
尾崎文代（広島大学）
尾城孝一（国立情報学研究所・東京大学）
加藤信哉（名古屋大学）
倉田敬子（慶應義塾大学）
栗山正光（常磐大学）
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）
渡邊隆弘（帝塚山学院大学）

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

上田大輔（広島大学）／主査
鵜澤和往（北海道大学）／副主査
阿部潤也（東京歯科大学）
大澤類里佐（筑波大学）
杉田茂樹（小樽商科大学）
鈴木雅子（旭川医科大学）
谷 奈穂（千葉大学）
守本 瞬（金沢大学）

杉田茂樹（小樽商科大学）／主査
土出郁子（大阪大学）／副主査
逸村 裕（筑波大学、アドバイザー）
内島秀樹（金沢大学）
加藤信哉（名古屋大学、アドバイザー）
工藤絵理子（九州大学）
鈴木雅子（旭川医科大学）
土屋 俊（大学評価・学位授与機構、
アドバイザー）
三根慎二（三重大学、アドバイザー）

集会企画・人材養成サブワーキング
グループ
大園岳雄（香川大学）
加藤晃一（浜松医科大学）
川井奏美（金沢大学）
北村多樹子（高知工科大学）
近藤喜和（奈良先端科学技術大学院大学）
鈴木正紀（文教大学）
中山千佳子（岡山大学）
永井一樹（兵庫教育大学）
西薗由依（鹿児島大学）
森石みどり（大阪大学）
門間泰子（福島大学）

3. 技術サポートワーキンググループ
深川昌彦（山口大学）／主査
大園隼彦（岡山大学）／副主査
磯野 肇（奈良大学）
岩井愛子（千葉大学）
上田大輔（広島大学）
高久雅生（物質・材料研究機構）
野中雄司（室蘭工業大学）
森保信吾（広島工業大学）
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参加機関一覧（全 127 機関）
早稲田大学
神奈川大学
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
相愛大学
桃山学院大学

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
筑波技術大学
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
東京農工大学
法政大学
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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
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
九州共立大学
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 年度活動報告書
------------------------------------------------平成 24 年 3 月 30 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

