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2019 年 8 月 19 日 

COAR 総会 2019 参加報告 

 

COAR 総会に参加し、オープンアクセスおよびオープンサイエンスに関する最新の国際動

向について情報収集を行った。10 周年を迎えた今回の総会は 40 か国ほどから約 110 名の

参加があった。 

 

期間：2019 年 5 月 21 日（火）～23 日（木） 

場所：University of Lyon（フランス リヨン） 

報告：松村 友花（JPCOAR コンテンツ流通促進作業部会 作業部会員／神戸大学附属図書

館 情報管理課 情報システム係 係員） 

日程： 

2019 年 5 月 21 日（火） 

・Pre-conference Workshop: Facilitate Research Communities Adoption of Open Science 

Publishing Principles: The Role of Repositories and the OpenAIRE-Connect Services 

・ Pre-conference Workshop: Balancing Local Metadata Requirements with Universal 

Interoperability 

・ORCID in Repositories 

2019 年 5 月 22 日（水） 

・Introduction to CCSD Services 

・Opening Keynote 

・Showcase of Regional Collaborations 

・Bridging the Green/Gold Dichotomy 

・Bridging Institutional and Domain Divide 

2019 年 5 月 23 日（木） 

・COAR General Assembly 

・Next Generation Repositories Panel: Progress to Date and Input from the Community 

・Research Data Management: Demystifying FAIR Data Principles 

・Open Content in or Beyond the Repository Ecosystem 

・Closing Keynote 

詳細： 

https://www.coar-repositories.org/news-media/report-from-the-coar-annual-meeting-

2019/ 

https://coar2019.sciencesconf.org/ 

 

1. 第 10 回総会 

https://www.coar-repositories.org/news-media/report-from-the-coar-annual-meeting-2019/
https://www.coar-repositories.org/news-media/report-from-the-coar-annual-meeting-2019/
https://coar2019.sciencesconf.org/
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 新規参加機関 

この 1 年間で新規参加機関となった 15 機関と数名の総会参加者が紹介された。 

その他、1 機関が初の supporting organization として、さらに 1 機関が special 

member として新規参加となった。 

また、DuraSpace、4Science、WACREN が新たなパートナーとなった。 

COAR の事務が University of Minho に移ったことにともない、スタッフの入替が

あったことが報告された。 

 

 2018/19 年の活動報告 

5 つの戦略的方向性に沿って活動報告がなされた。 

I. グローバルな知識共有基盤としてのオープンリポジトリの安定した分散ネッ

トワークの役割の提唱 

－ オープンサイエンスやオープンアクセス、リポジトリに関する数多くの

会議やイベント等への参加・発表 

－ Plan S とその実現に向けた手引きへのフィードバックを公開 

－ 学術コミュニケーションサービスの透明性、開放性と学術支援を保証す

るための指針 ”Good Practice Principles for Scholarly Communication 

Services”を SPARC と共同で開発 

II. リポジトリコミュニティを支援し、リポジトリやリポジトリネットワークの

構築・運営に関する地域的な能力を向上させる 

－ 多くのウェビナーを実施（引き続きさらに実施したいのでトピックの提

供を求めている） 

－ 研修活動への参加やサポート 

－ Asia OA Meeting を開催 

－ リポジトリに関連する教材へのリンク集”Repository Toolkit”を提供 

III. 各リポジトリやシステム・プラットフォーム間の相互運用性や標準の定義や

普及 

－ Strategic and Technical Meeting of Repository Networks の開催 

－ 3 つの COAR Controlled Vocabularies の策定および翻訳 

－ 複数の地域間におけるデータ流通や新たなプロジェクトの促進・主導 

－ Showcase of Regional Collaborations セッションにていくつかの事例

が紹介された 

－ WACREN – NII Collaboration 

－ LAReferencia - OpenAIRE 

－ OpenAIRE-KISTI Collaboration 

IV. リポジトリにおける新たな動きや技術、機能の採用を促進 

https://www.coar-repositories.org/files/COAR-response-to-implementation-of-Plan-S-February-6-2019.pdf
https://www.coar-repositories.org/files/COAR-SPARC-Good-Practice-Principles.pdf
https://www.coar-repositories.org/files/COAR-SPARC-Good-Practice-Principles.pdf
https://www.coar-repositories.org/community/asia-oa/asia-oa-meeting-2019/
https://coartraining.gitbook.io/coar-repository-toolkit/
https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/coar-vocabularies/
http://doi.org/10.5281/zenodo.3228785
http://doi.org/10.5281/zenodo.3228794
http://doi.org/10.5281/zenodo.3228800
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－ 次世代リポジトリについて、促進・実装・peer review や出版といった新

たなサービスの開発・新技術の注視という 4 つの面から進めている 

－ 研究データ管理に関する事例の情報共有をサポート 

V. 持続可能性と有用性を高め COAR のブランド力を強化する 

－ COAR 参加機関へのアンケート実施 

－ ロゴやウェブサイトの一新 

 

 予算について 

現在の COAR の活動資金は、参加費、OpenAIRE project 等の欧州委員会からの助

成、有志の機関からの補助（2018-2019 年は Food and Agriculture Organization of 

the United Nations 、 GODAN 、 Leibniz Information Centre for Economics 、

OpenAIRE、NII、SPARC North America、University of Alberta Libraries）、総会

参加費、その他補助金によって構成されている。 

2019 年は OpenAIRE2020 からの最後の助成金が使用予定となる。 

また、通貨価値の変動によって COAR の参加費を支払うことが難しくなる場合に

対処するため、前年のユーロに対して 25%以上の平価切り下げがあった場合は 250

ユーロの参加費の減額を請求できるという案が提案された。 

58 総会参加機関（代理含む）中 56 票の賛成と 2 票の棄権により承認となった。 

 

 ロゴとウェブサイトの一新 

3 通りのロゴ案が紹介され、Mentimeter にて投票が行われた。 

最終的に決定されたロゴやウェブサイトは近々メンバーに報告される。 

 

次回の総会は 2020 年 4 月 22 日～24 日にペルー リマでの開催を予定している。 

 

2. メタデータ 

メタデータに対するローカルの需要と国際的な相互運用性（interoperability）とのバラ

ンスについて、いくつかの発表が行われたのち、 

－ “interoperability”はどの程度足りているか 

－ どのような標準や実装事例が存在しているか 

－ ローカルなメタデータが国際的な相互運用性を得るためにはどのようなプロセス

が必要か 

－ （OAI-DC を継ぐような）高い水準のメタデータフォーマットを開発する時では

ないか 

－ サポートのためにはどのようなガバナンスが望ましいか・必要であるか 

をテーマに議論が交わされた。 
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ディスカッションでは、 

－ COAR に対しては、新たなメタデータの国際標準を開発することよりも、各メタ

データフォーマット・スキーマ間のマッピングを主導していってほしい 

－ とはいえ、静的なマッピングを策定することはとても大掛かりになるうえに変化

についていけず不正確になることが見こされ、現実的ではない 

－ COAR は各スキーマの情報を共有するためのホストになったり、それぞれがマッ

ピングを考えたり新たなスキーマを策定したりするための手助けとなるツールを

提供したりするべき 

といった意見が出された。また、メタデータが誰にとっても簡単に習得できるわけでは

ないことにも触れられ、COAR は各地域のギャップ（メタデータマッピングそのもの

だけでなくメンバーの習熟度なども）を埋めるためのサポートをしていくべきと結論

づけられた。 

また、このセッションでは JPCOAR ス

キーマの国際運用性に関する発表を行

い、いくつか質問やコメントをいただ

いた。 

会議記述に関する国際標準が見当たら

ないこと等の同じ課題を抱えているこ

とや、COAR の Resource Type Vocab-

ulary を独自の使い方（語彙の増減や非

階層構造など）をしていることはとて

も参考になるし今後の動向を追いたい

といったコメントの他、affiliation ID は

階層構造をもつ必要があるのではといった意見もいただいた。 

国際標準へのマッピング例や実装例が求められていることはディスカッションでも感

じたし、JPCOAR スキーマは COAR をはじめとした複数の国際標準を採用しつつも日

本固有の事情を反映した複合的なスキーマの例として他国の参考になれそうだと感じ

た。 

数人の方からは詳細について持ち帰って情報共有したいと声をかけられたため、英語

版のスキーマガイドラインサイトを紹介した。 

－ Introduction to Workshop 

－ OpenAIRE Guidelines for Content Providers: Metadata Application Profile for 

Literature Repositories 

－ JPCOAR Schema: New Japanese Metadata Schema for Institutional Repositories 

－ Metadata for Data Repositories 

－ Internationalization of Metadata Guidelines in Repositories 

写真 1 発表の様子 

http://doi.org/10.5281/zenodo.3232931
http://doi.org/10.5281/zenodo.3232934
http://doi.org/10.5281/zenodo.3232934
http://doi.org/10.5281/zenodo.3232937
http://doi.org/10.5281/zenodo.3233486
http://doi.org/10.5281/zenodo.3232948
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3. 次世代リポジトリ 

次世代リポジトリの機能・技術指針に関する報告書  “Behaviours and Technical 

Recommendations of the COAR Next Generation Repositories Working Group” で推奨

されている機能や技術を取り入れ、開発しているリポジトリシステムについて実装状

況や機能の報告があった。 

また紹介された Signposting や ResourceSync などの技術はコンピュータ間の機能であ

ってユーザの使用感に直接的につながるものではないため、その間をどう埋めるかに

ついて議論が行われた。 

来年開催される総会では、もっと理解しやすい具体的なシステムやサービスについて

話せる段階にきているだろうとのこと。 

－ Next Generation Repositories & Biomedicine 

－ NGR Technologies: Diary of an Ongoing Journey 

－ MDR: Materials Data Repository 

 

4. 研究データ 

研究データと FAIR 原則について、Mentimeter を使用しながらの対話型セッションが

行われた。 

－ 研究データをすでに自機関のリポジトリで登録しているか 

－ 研究データは出版物と同じリポジトリに登録されているか、別々のリポジトリを

使用しているか 

－ FAIR データについて聞いたことがあるか、その意味を知っているか 

－ FAIR 原則のそれぞれの項目（Findable、Accessible、Interoperable、Re-usable）を

自機関のリポジトリがどの程度満たしているか、0～10 で評価 

などについて、コメントや質問を挟みつつリアルタイムに集計が行われた。 

how findable（見つけやすさ）についての平均評価は 6.9 で、向上のためにはメタデー

タの充実と永続的な識別子の付与が必要。 

大半のユーザは Google や Google Scholar などの他サイトからアクセスしてくるので

あってリポジトリにまずアクセスはしてこないし、リポジトリ内で見つけるわけでも

ない。FAIR データであれば見つけられる。 

how accessible の平均評価は 5、interoperable は 4.8、re-usable は 5.3 という結果とな

った。 

accessibility に関しては機械的な入手方法も重要というコメントがあった。研究者は

GUI を介しての入手だけでなく（あるいはそれよりも）、機械的に入手できることを必

要としているとのこと。 

また、図書館員にとって interoperability は re-usability に比べるとあまりなじみがな

https://www.coar-repositories.org/files/NGR-Final-Formatted-Report-cc.pdf
https://www.coar-repositories.org/files/NGR-Final-Formatted-Report-cc.pdf
https://digitalhub.northwestern.edu/files/93f247d9-b4df-49c6-b398-08d031cc169a
http://doi.org/10.5281/zenodo.3232846
http://pubman.nims.go.jp/pubman/item/escidoc:1890250:2
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く、「こういった項目を満たしているからこれだけ評価できる」といった基準がまだ定

まっていないというコメントがあった。 

「FAIR は重要でないと思うか、思うならその理由は」という質問に対して、FAIR は

図書館中心のコンセプトであって研究者には関係がないという意見も出た。 

最後に、FAIR のそれぞれの原則と次世代リポジトリで推奨されている機能との関連性

について触れられた。 

 

5. ポスター 

会場内にはポスターが掲示されており、Coffee break 時に自由に見てまわれるようにな

っていた。 

林 正治（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）氏が作成した

JAIRO Cloud に関するポスターも掲示されており、いくつか質問やコメントをいただ

いた。 

JAIRO Cloud をどれだけの機関が使用しているのか、またすべての大学で使うように

なるのかといった、日本の機関リポジトリに関する状況についてだけでなく JPCOAR

の詳細（参加費や提供しているサービス等）についてなど、それを支える体制について

も関心がもたれている様子であった。 

 

今回は次世代リポジトリが実装フェーズにあるため、前回に比べて具体的なシステムやサ

ービスの話が多く感じた。 

また、メタデータとテクノロジやテクノロジとユーザなどの間を埋めるために必要なこと

について度々議論され、別のセッションについても言及されることが多くセッション間で

相互に作用するものとなっていた。 

来年は JAIRO Cloud の移行があり、JPCOAR スキーマが広く使われはじめるようになる。

その前に JPCOAR スキーマについて発表する機会を得ることができ、いただいたコメント

や各セッションでの議論を通して刺激を受けたし、何らかの形で貢献していきたいという

思いを新たにした。 

 

最後に、スライド制作においてアドバイスいただいた JPCOAR コンテンツ流通促進作業部

会メンバー各位に感謝申し上げる。また、出張事務をご担当いただいた JPCOAR 事務局お

よび国立情報学研究所学術コンテンツ課のみなさまにも感謝申し上げたい。 


