
第 13回 機関リポジトリ推進委員会 議事次第 

日 時：平成 29 年 2月 3日（金）：13:30－15:30 

場 所：国立情報学研究所 20 階講義室 

出席者：配付資料参照 

議事 

１．  第 12 回議事要旨確認及びメール審議結果確認 
２．  オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会への移行に

ついて（審議）

３．  オープンアクセスリポジトリ推進協会作業部会設置規程（案）

について（審議）

４．  2017 年度事業計画（案）、作業部会・タスクフォース活動計画

（案）、予算（案）について（審議）

５．  オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会名簿につい

て（審議）

６．  オープンアクセスリポジトリ推進協会作業部会員の名簿作成

について（意見交換）

７．  オープンアクセスリポジトリ推進協会第 1 回総会について（意

見交換）

８．  オープンアクセスリポジトリ推進協会のパンフレットについ

て（審議）

９．  2016 年度機関リポジトリ推進委員会作業部会・タスクフォー

ス活動報告について（報告）

１０． その他

（資料１）

（資料２）

（資料３）

（資料４）

（資料５）

（資料６）

（資料７）

（資料８）

配付資料 

第 13回機関リポジトリ推進委員会出席者名簿 

1－1．  第 12回機関リポジトリ推進委員会議事要旨 

1－2．  メール審議（平成 28年 10月 22日以降）経過（報告） 

2－1．  オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会への移行について 

2－2．  オープンアクセスリポジトリ推進協会組織図 

2－3．  オープンアクセスリポジトリ推進協会作業部会、タスクフォース再編（案） 

3．   オープンアクセスリポジトリ推進協会作業部会設置規程（案） 

4－1．  オープンアクセスリポジトリ推進協会 2017年度事業計画（案） 

4－2－1．国際担当 2017年度活動計画（案） 



4－2－2．JAIRO Cloud運用作業部会 2017 年度活動計画（案） 

4－2－3．研修作業部会 2017 年度活動計画（案） 

4－2－4．広報普及作業部会 2017 年度活動計画（案） 

4－2－5．メタデータ普及タスクフォース 2017 年度活動計画（案） 

4－2－6．研究データタスクフォース 2017 年度活動計画（案） 

4－2－7．OA 方針成果普及タスクフォース 2017年度活動計画（案） 

4－3．  オープンアクセスリポジトリ推進協会 2017年度予算（案） 

5．   オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会名簿（案） 

6．   オープンアクセスリポジトリ推進協会作業部会員名簿の作成について 

7．   オープンアクセスリポジトリ推進協会第 1回総会について 

8－1．  JAIRO Cloud運用作業部会 2016 年度活動報告 

8－2．  研修作業部会 2016 年度活動報告 

8－3．  広報作業部会 2016 年度活動報告 

8－4．  メタデータ検討タスクフォース 2016 年度活動報告 

8－5．  研究データタスクフォース 2016 年度活動報告 

8－6．  論文 OAタスクフォース 2016年度活動報告 

8－7．  指標・評価・メトリックスタスクフォース 2016 年度活動報告 

参考  

１．   オープンアクセスリポジトリ推進協会会則 

２．   オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会規程 

３．   オープンアクセスリポジトリ推進協会会費規程 

４．   オープンアクセスリポジトリ推進協会入会状況及び会員機関リスト 



 
第 13 回機関リポジトリ推進委員会 委員名簿 

 
 （平成 28 年 4 月 1 日現在） 

氏 名 所属・役職 備考 

行木 孝夫 北海道大学大学院理学研究院数学部門 准教授  

富田 健市 北海道大学附属図書館 事務部長  

江川 和子 筑波大学 学術情報部長  

尾城 孝一 東京大学附属図書館 事務部長  

高橋 菜奈子 千葉大学附属図書館学術コンテンツ課 課長  

森  一郎 新潟大学学術情報部学術情報管理課 課長 （欠席） 

島  文子 京都大学附属図書館 図書館企画課 課長  

池田 大輔 九州大学大学院システム情報科学研究院 准教授  

山本 和雄 琉球大学附属図書館 事務部長  

大野 利彦 神戸市外国語大学 学術情報センター グループ長  

菊池 亮一 明治大学 学術・社会連携部・部長  

佐藤  翔 同志社大学免許資格課程センター 助教  

安本 裕和 関西学院大学図書館 事務部長 （欠席） 

山地 一禎 
国立情報学研究所学術ネットワーク研究開発センター

（コンテンツ科学研究系） 准教授／学術リポジトリ推

進室長 
 

細川 聖二 
国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課 
課長 

 

吉田 幸苗 
国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課 
副課長 

 

   

荘司 雅之 早稲田大学図書館 事務部長 陪席 

酒井 清彦 国立情報学研究所学術基盤推進部 次長 陪席 

田口 忠祐 国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課 
係長 事務局 

 



 
 

 
第 12 回機関リポジトリ推進委員会議事要旨 

 
1. 日時：平成 28 年 10 月 21 日（金）9:30～12:00 
2. 場所：国立情報学研究所 19 階会議室 
3. 出席者： 
（委員） 

富田 健市 北海道大学附属図書館 事務部長 
江川 和子 筑波大学学術情報部 部長 
尾城 孝一 東京大学附属図書館 事務部長 
高橋 菜奈子 千葉大学附属図書館学術コンテンツ課長 
森  一郎 新潟大学 学術情報部 学術情報管理課長 
島  文子 京都大学附属図書館 図書館企画課長 
池田 大輔* 九州大学大学院システム情報科学研究院 准教授 
大野 利彦 神戸外国語大学学術情報センター グループ長 
菊池 亮一 明治大学 学術・社会連携部・部長 
佐藤  翔* 同志社大学免許資格課程センター 助教 

山地 一禎 国立情報学研究所学術ネットワーク研究開発センター（コンテンツ
科学研究系）准教授／学術リポジトリ推進室長 

細川 聖二 国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課 課長 
吉田 幸苗 国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課 副課長 

*池田委員、佐藤委員については TV 会議参加 

（陪席） 
酒井 清彦 国立情報学研究所 学術基盤推進部 次長 

（事務局） 
田口 忠祐 国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課 係長 
増山 廣美 国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課 事務補佐員 

（欠席） 
山本 和雄 琉球大学附属図書館 事務部長 
安本 裕和 関西学院大学図書館 事務部長 

 
＜配付資料＞ 
第 12回機関リポジトリ推進委員会出席者名簿 

１－１．   第 11回機関リポジトリ推進委員会議事要旨 

１－２．   メール審議（平成 28年 5月 14日以降）結果（報告） 

２－１．   第 12回大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議（報告） 

２－２．   平成 28年度機関リポジトリ推進委員会作業部会、タスクフォース活動計画（案） 

２－３．   オープンアクセスリポジトリ推進協会参加申込状況 

３－１．   オープンアクセスリポジトリ推進協会設立総会議事要旨 

３－２．   オープンアクセスリポジトリ推進協会会則の修正について 

資料 No.1-1 



３－３．   オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会規程の修正について 

３－４．   オープンアクセスリポジトリ推進協会会費規程の修正について 

３－５－１． オープンアクセスリポジトリ推進協会の運用に関する検討事項 

３－５－２． オープンアクセスリポジトリ推進協会構成員数の調査時期について 

３－６－１． オープンアクセスリポジトリ推進協会入会申請書 

３－６－２． オープンアクセスリポジトリ推進協会入会申請書記入要領 

３－７．   オープンアクセスリポジトリ推進協会第 1回総会議事次第（案） 

３－８．   平成 29年度以降のオープンアクセスリポジトリ推進協会の運営について 

４－１．   平成 28年度機関リポジトリ推進委員会予算（案） 

４－２．   研修作業部会活動中間報告 

４－３－１． JAIRO Cloud運用作業部会活動中間報告 

４－３．２． オープンサイエンス対応状況および今後のオープンアクセス方針策定予定についての調

査結果の公表について（御礼） 

４－３－３． 国内学協会のオープンサイエンス対応状況調査報告書（概要）（案） 

４－４．  広報作業部会活動中間報告 

４－５．  メタデータ検討タスクフォース活動中間報告 

４－６．  研究データタスクフォース活動中間報告 

４－７－１． 論文 OAタスクフォース活動中間報告 

４－７－２． オープンアクセスをめぐる動向と論文 OAタスクフォースの活動 

４－８．  指標・評価・メトリックスタスクフォース活動中間報告 

５－１． junii2改訂の基本方針（案） 

５－２．  junii2改訂案の検討内容（概要） 

６－１．   デジタルリポジトリ連合(DRF)からオープンアクセスリポジトリ推進協会への要望につ

いて 

６－２．  デジタルリポジトリ連合の活動の継承・発展について（要望） 

６－３．   デジタルリポジトリ連合の活動の継承・発展について（回答）（案） 

７．    平成 28年度第 1回国立大学図書館協会オープンアクセス委員会議事次第 

＜参考＞  

１． オープンアクセスリポジトリ推進協会会則（案） 

２． オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会規程（案） 

３． オープンアクセスリポジトリ推進協会会費規程（案） 

＜机上配布＞

・リポジトリの未来を考える：オープンサイエンス時代の到来を迎えて

・機関リポジトリ推進委員会規程



 
 

4. 議事 
（１）第 11回議事要旨及びメール審議結果確認 

   富田委員長より、資料 1-1、及び 1-2について説明があり、承認された。 

 

（２）第 12回大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議（報告） 

   富田委員長より、資料 2-1～2-3に基づき報告があった。同会議の開催が 7月 19日であったことか

ら、参加意向機関数等、いずれもオープンアクセス推進協会設立総会前のものとして報告をし、了解

を得たとのことであった。 

 

（３）オープンアクセスリポジトリ推進協会設立総会後の検討事項について（審議） 

   審議に先立ち、事務局・田口係長より、資料 3-1～3-8について説明があった。資料 No.3-2～3-4に 

ついては、オープンアクセスリポジトリ推進協会設立総会で出された意見のうち、事務局預かりとな

った部分を修正案として反映しているとの説明があった。資料 No.3-5～No.3-8 については設立総会

で出された意見のうち、検討・議論が必要となる論点をまとめた資料であるとの説明があった。 

 

１）資料 No.3-2 オープンアクセスリポジトリ推進協会会則の修正について 

これに対し、次の意見があった。 

 修正案では、第 2 条第 1 項のコミュニティの定義が不明瞭であり、範囲を明確にした方がよ

い。 

 修正案では、「機関リポジトリを通じた大学の知の発信システムの構築を推進し」とあるが、

オープンアクセスリポジトリ推進協会では、リポジトリを「機関」に縛らないようにしたはず

である。 

 オープンアクセスリポジトリ推進協会の参加機関は大学以外の機関もあるので、「大学」も不

要なのではないか。 

 

審議の結果、「大学」、「機関」を削除し、コミュニティの範囲を「リポジトリコミュニティ」と範

囲を明確する方針で合意がなされ、第 2条第 1項については、次のように修正することとなった 

 

第２条 協会は、リポジトリを通じた知の発信システムの構築を推進し、リポジトリコミュ

ニティの強化と、我が国のオープンアクセス並びにオープンサイエンスに資することを目的

とする。 

 

 第 2条第 1項の「機関リポジトリ」から「機関」を削除したことにより、第 3条第 2項の定

義も不要となるため、削除することが承認された。 

 第 2条第 2項については、修正案の通りに修正することが承認された。 

 第 5条 4号については、修正案の通りに修正することが承認された。 

 

２）資料 No.3-3 JPCOAR運営委員会規程の修正について 

 第 3条については、審議の結果、現行のままとすることが承認された。 

 



 
 

３）資料 No.3-4 オープンアクセスリポジトリ推進協会会費規程の修正について 

 別紙 1、及び別紙 2について、修正案の通りに修正することが承認された。 

 

４）資料 No.3-5-1～No.3-5-2 オープンアクセスリポジトリ推進協会の運用に関する検討事項 

 構成員数の算定、及び構成数確認調査については、事務局案の通りに進めることで承認され

た。 

 請求書の発行については、JAIRO Cloudを利用しない機関もあることから、原則として、協

会の基本会費と JAIRO Cloud利用料金とを分けて請求する。また、このことについては早め

に通知を行い、請求書を発行する NIIで所内の担当部署と調整を行うこととする。 

※ 第 12回機関リポジトリ推進委員会終了後、決定事項をもとに、請求書の発行について

NII 担当部著との調整の結果、担当部署から協会の基本会費と JAIRO Cloud 利用料金

は、請求書類の内訳に基本会費と利用料金の内容を記載しまとめて請求したいとの要

望があった。このことについて、メールでの審議を行った結果、まとめて請求すること

が承認された。 

 通常総会での会計監査報告については、事務局案の通りに進めることで承認された。 

 JAIRO Cloudの申請単位については、共同リポジトリや機構単位での申請について、将来的

な課題であることは予測されるが、現時点では、事務局案の通りに運用することで承認され

た。 

５）JPCOAR入会申請書について 

  事務局・田口係長より、資料 3-6-1及び 3-6-2に基づき説明があった。 

  このことについて、次の意見があった。 

 

 参加資格については、一つだけ選択するようにする。例えば、国公私立大学図書館の各協議

会等に所属している場合には、それぞれの協会（協議会）を選択する。その他の機関で、JAIRO 

Cloud利用機関であれば、国立情報学研究所共用リポジトリサービスを利用する機関のリポ

ジトリ担当部局を選択する。全てに該当しない場合には、その他、協会の目的に賛同する大

学図書館等の施設を選択する。 

 提案された入会申請書には、JAIRO Cloudの利用について質問している項目がないので、利

用機関かどうかを尋ねる項目を別途設ける。 

 同一法人内機関の項目を削除し、備考欄で対応する。 

 

以上を反映した入会申請書の修正案を作成し、メールにて審議することとなった。 

 

６）オープンアクセスリポジトリ推進協会第 1回総会議事次第（案）について 

 富田委員長より、資料 3-7に基づき説明があった。 

  このことに対する意見は次のとおり。 

 

 オープンアクセスリポジトリ推進協会が何をしているのか、何の役に立つのか、が伝わるよ

うにしたい。運営委員会、作業部会・タスクフォースの報告、質疑応用に時間をかけた方が

よい。 



 
 

 第 1回総会の出席者は、議決などが発生することから、業務担当者というよりは各機関の管

理職と予想される。そのため、作業部会・タスクフォースの報告は、丁寧に行い、作業部会

に人的支援をはじめ積極的に関与してもらうよう各機関の管理職に活動を十分に理解して

もらう。 

 各作業部会・タスクフォースには、3月 8日の第 1回総会に間に合うように、今年度の活動

の総括及び資料作成を依頼する。 

 

これらの意見から、第 1回総会では、各種審議事項や作業部会、タスクフォースの活動報告を十

分に行う時間を確保するため、基調講演は行わないこととなった。 

 

７）平成 29年度以降のオープンアクセスリポジトリ推進協会の運営について 

 富田委員長より、資料 3-8に基づき説明があった。 

 

 機関リポジトリ推進委員会からオープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会への移行

については、事務局案の通りに進めることで承認された。 

 オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会の選出方法については、事務局案の通りに

進めることで承認された。 

 オープンアクセスリポジトリ推進協会の事業計画案、予算案については、事務局案の通りに

進めることで承認された。 

 作業部会・タスクフォースの活動計画と予算案については、事務局案の通り、作業部会、タ

スクフォースの主査、副主査で別途、検討会議を開催することが承認された。 

 

 

（４）作業部会・タスクフォースの中間報告について（報告） 

１）平成 28年度予算案 

  富田委員長より、資料 4-1に基づき報告があった。 

 

２）研修作業部会 

  主査である山本委員が欠席の為、事務局・田口係長より、資料 4-2に基づき報告があった。 

 

３）運用作業部会 

  江川主査より、資料 4-1～4-3に基づき報告があった。 

 JAIRO Cloudへの移行サポート勉強会を、12月～1月に実施することを予定している。 

 現在、筑波大学で運用している SCPJ(Society Copyright Policies in Japan)について、

JPCOARの事業として引き継ぐことを考えている。なお、NIIからは、想定されているサーバ

ーは運用終了予定のため提供は困難との回答があったため、引き続き検討が必要である。 

 昨年度実施した「学協会に対するオープンサイエンス対応状況等についての調査」について、

協力を頂いた学協会に対し、調査結果の概要を機関リポジトリ推進委員会委員長名で送りた

いと考えている。 

 なお、このことについては、富田委員長より問題ない旨、了承された。また、発送作業は事



務局にて行うこととなった。 

４）広報作業部会 

  富田委員長より、資料 4-4、及び机上配布資料（「リポジトリの未来を考える：オープンサイエン

ス時代の到来を迎えて」）に基づき、報告があった。 

 JPCOAR ウェブサイトについて、早々にリニューアルし、会員募集時に連動させられるよう

に準備をしたいと考えている。

５）メタデータ検討タスクフォース 

  高橋委員より、資料 4-5、及び資料 5-1～5-2に基づき報告があった。 

 現在、junii2 の改訂に向けて作業をしている。junii2 の改訂案については、図書館総合展

で発表し、パブリックコメントを求めることを予定している。

 なお、junii2の改訂に向け、「junii2改訂の基本方針（案）」について審議をお願いしたい。

審議の結果、「junii2改訂の基本方針（案）」について承認された。 

６）研究データタスクフォース 

尾城委員より、資料 4-6に基づき、報告があった。 

 RDMトレーニングツールについては、11月の図書館総合展で、まとまった形のものをお見せ

できると思う。12月に京都で行われる大学 ICT推進協議会（AXIES）の総会でも発表予定で

ある。

 完成後は MOOC での公開を予定している。来年度以降は、これを活用するような活動に移っ

ていきたい。

７）論文 OAタスクフォース 

  高橋委員より、資料 4-7-1～4-7-2に基づき報告があった。 

 資料 4-7-2については、今回論文 OAタスクフォースでのグランドデザインを考えたが、本

来であればオープンアクセスリポジトリ推進協会全体のグランドデザインが必要である。

８）指標・評価・メトリクスタスクフォース 

  森委員より、資料 4-8に基づき報告があった。 

 昨年度に開発を行った IRDB コンテンツランキングシステムの公開に向け検証等を行ってい

る。

 JAIRO Cloudのアクセス統計提供サービスについては開発を行うかどうかの必要性を十分に

検討している段階である。

（５）junii2改訂の基本方針（案）について（審議） 

原案の通り承認された。 

（６）デジタルリポジトリ連合(DRF)からオープンアクセスリポジトリ推進協会への要望について（意見



交換） 

富田委員長より、資料 6-1～6-3に基づき説明があった。 

 回答については、オープンアクセスリポジトリ推進協会会長名で行うため、回答案について会

長館である早稲田大学に事前に説明を行う。

（７）その他 

富田委員長より、資料７に基づき報告があった。 

また、以下の点について決定された。 

 資料 No.4-1「機関リポジトリ推進委員会予算案」については確定とする。

 オープンアクセスリポジトリ推進協会会長館（早稲田大学）には、今回の委員会の結果を報告

するとともに、次回委員会からはオブザーバーでの出席を依頼する。

 次回の機関リポジトリ推進委員会は、平成 29年 1月開催を予定している。

以上



平成 29 年 2 月 3 日 
 

メール審議（平成 28 年 10 月 22 日以降）結果（報告） 
 
 
1．オープンアクセスリポジトリ推進協会入会申請書及び規程類について 

【11 月 4 日から 11 月 11 日】 
・事務局より、第 12 回機関リポジトリ推進委員会での審議結果を反映させたオープンアク

セスリポジトリ推進協会入会申請書と規程類について提出し、審議の結果了承された。 
 
2．オープンアクセスリポジトリ推進協会ウェブサイトのリニューアルについて 

【11 月 15 日から 11 月 15 日及び 12 月 22 日から 1 月 6 日】 
・富田委員長（広報作業部会主査）より、オープンアクセスリポジトリ推進協会ウェブサイ

トのリニューアルについて提案があり、様々な意見が出された。広報作業部会では、意見

を踏まえ再度ウェブサイトの構成案を提示し、審議の結果了承された。 
 
3．オープンアクセスリポジトリ推進協会パンフレットの作成について 

【12 月 16 日から 12 月 22 日】 
・富田委員長（広報作業部会主査）より、オープンアクセスリポジトリ推進協会パンフレッ

トの作成について、仕様と日程について提案があり、審議の結果、パンフレットを作成す

る事が了承された。なお、内容については、第 13 回機関リポジトリ推進委員会で審議を

行う。 
 
4．オープンアクセスリポジトリ推進協会入会申請機関の承認について 

【1 月 20 日から 1 月 22 日】 
・事務局より、12 月 27 日までにオープンアクセスリポジトリ推進協会入会申請書を提出

があった機関についての承認依頼があり、審議の結果、全て承認された。 
 
5．オープンアクセスリポジトリ推進協会入会申請機関の承認について 

【1 月 26 日から 2 月 2 日】 
・事務局より、1 月 26 日までにオープンアクセスリポジトリ推進協会入会申請書を提出が

あった機関についての承認依頼があり、審議の結果、全て承認された。 
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平 成 2 9 年 2 月 3 日 
機関リポジトリ推進委員会 

 
オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会への移行について（案） 

 
１．背景 

機関リポジトリ推進委員会（以下、本委員会）の活動を発展させ、日本全体として

の機関リポジトリ推進のための組織として、「オープンアクセスリポジトリ推進協会

（略称：JPCOAR）」が平成 28 年 7 月 27 日に設立された。 
JPCOAR のガバナンスについては、第 11 回連携・協力推進会議（平成 28 年 2 月

23 日）において、当面は本委員会が JPCOAR 運営委員会を代行することが承認され

ており、本委員会では JPCOAR 設立後、その組織体制や事業計画について検討を行

ってきた。平成 29 年度からの JPCOAR の本格始動に伴い、本委員会は発展的に解消

し、JPCOAR 運営委員会へ移行することについて以下のとおり提案を行う。 
 
２．検討結果の骨子 

・JPCOAR の目的として、「リポジトリを通じた知の発信システムの構築」を推進す

るとともに、コミュニティの強化と我が国のオープンアクセス並びにオープンサイエ

ンスに資することを掲げている。その達成のために連携・協力推進会議と連携して活

動することを会則に明記していることから、引き続き連携・協力推進会議に活動報告

を行い、助言を受けつつ、事業を実施するものとする。 
・JPCOAR は、会員からの会費（基本会費）により自立的な運営を目指す。そのた

め、機関リポジトリ推進委員会の活動を継承しつつ、会費収入をベースとした持続的

活動が可能な体制の見直しを行った。具体的には運営委員会の下に、常設の作業部会

と時限のタスクフォースを設置できるようにし、リポジトリ基盤の安定的運用と先端

的機能開発の両立を図ると共に、運営委員会自体は JPCOAR 会員（総会）の付託の

下でガバナンスを行う体制とする。 
・運営委員会は、会員を構成する各母体（国公私立大学図書館、JAIRO Cloud 利用機

関、NII）の意向を JPCOAR の運営に反映できるような構成とする。また、作業部会

及びタスクフォースの構成員については、外部有識者も可能とし、最先端の知見等を

活用できるようにしている。 
・NII は、JPCOAR に参加し、JAIRO Cloud の共同運営を行うとともに、JPCOAR
の活動を支援するために、その事務局の設置や研修、国際連携等の活動への協力や財

政支援を行う。 
 
３．JPCOAR の概要 
（１）組織体制：【資料２－２】（JPCOAR 組織図、パンフレット用） 
（２）運営委員会：【資料５】（平成 29 年度運営委員会名簿案） 
（３）会員：【参考資料４】（会員一覧） 
（４）平成 29 年度事業計画：【資料４－１】 
（５）（参考）会則：【参考資料１】 
（６）（参考）JPCOAR パンフレット（イメージ）：【机上配付資料１】 
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オープンアクセスリポジトリ推進協会組織図 

 

 

 

作業部会、タスクフォース新体制（案）（資料 No.2-3 より抜粋） 
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オープンアクセスリポジトリ推進協会作業部会設置規程

平 成 2 9 年 ● 月 ● 日 

オープンアクセスリポジトリ

推 進 協 会 運 営 委 員 会

（総則）

第１条 「オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会規程」の第６条に基づき，オープン

アクセスリポジトリ推進協会（以下「協会」という。）の運営委員会（以下「委員会」という。）

に設置する作業部会について定める。

（設置する作業部会）

第２条 委員会に，次の作業部会を設置する。

（１）JAIRO Cloud 運用作業部会 

（２）研修作業部会

（３）広報普及作業部会

（JAIRO Cloud 運用作業部会） 

第３条 JAIRO Cloud 運用作業部会においては，次の業務を行う。 

（１）JAIRO Cloud 利用機関の業務支援の企画及び実施 

（２）JAIRO Cloud の運用体制と機能改善に関する検討および実施 

（研修作業部会）

第４条 研修作業部会においては，次の業務を行う。

（１）機関リポジトリやオープンアクセス，オープンサイエンスに関する業務に携わる者を対

象とした研修会の企画及び実施

（２）（１）の業務の遂行のために必要な教材等の作成提供

（広報普及作業部会）

第５条 広報普及作業部会においては，次の業務を行う。

（１）協会の活動に必要な広報普及用資料発行のおよび情報発信

（２）協会の活動に関連する各種行事等の企画運営及び実施

（３）協会の活動成果を普及するための企画及び実施

（作業部会の運営）

第６条 作業部会の活動方針及び活動計画は，作業部会の協議を経て作業部会主査が策定し，委

員会の承認を得るものとする。

２ 作業部会主査は，委員会において作業部会の活動状況を報告するものとする。

３ 作業部会の業務遂行において必要な場合は，作業部会委員以外の者の協力を得ることができ

るものとする。
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（タスクフォースの設置）

第７条 運営委員会は，必要に応じて，時限的な課題に係るタスクフォースを設置できるものと

する。タスクフォースの運営は作業部会の運営に準ずる。

（庶務）

第８条 各作業部会の庶務は，協会事務局において処理する。

附 則

この規程は，平成２９年４月１日から施行する。



オープンアクセスリポジトリ推進協会 2017 年度事業計画（案） 

 機関リポジトリの振興を通じて日本の学術研究成果のオープンアクセス化に寄与するた

め、より多くの協会参加を募りつつ、参加機関相互の協力によって次の事業を展開する。

１． オープンサイエンスを含む学術情報流通の改善

（１）「JPCOAR スキーマ」の普及 
・ 研究データ等のコンテンツ拡張にも対応した新たなメタデータスキーマ「JPCOAR ス

キーマ」を最終確定し、6 月の NII オープンフォーラムで発表する。また、国内外に

対して周知活動を行う。

（２）研究データマネジメント（RDM）トレーニングツールの公開と普及 
・ 研究データマネジメントスキルを習得するためのトレーニングツールを公開し、普

及、試行運用、評価を行う。

２． リポジトリシステム基盤の共同運営と有効活用

（１）JAIRO Cloud 利用機関サポートの実施 
・ JAIRO Cloud コミュニテイサイトを通じて、利用機関の業務を日常的に支援する。 
・ JAIRO Cloud への移行を促進するため、担当者向けの勉強会（2 回）を実施する。 

（２）JAIRO Cloud 機能改善の検討 
・ NII と連携し、次期 JAIRO Cloud の開発計画に添って、ユーザ要望の取りまとめや機

能改善に関する検討を行う。

３． リポジトリ公開コンテンツのさらなる充実

（１）オープンアクセス（OA）ポリシー策定ツールの公開と普及 
・ 会員館が個々に OA ポリシーを策定することを支援するツール「OA ポリシー策定ガイ

ド」「OA ポリシー実現ワークフロー」を公開し、意見聴取、普及を行う。 

４． 担当者の人材育成のための研修活動

（１）研修会の開催

・ 6 月～10 月に新任担当者研修（5 回）を実施する。 
・ 研修教材のアップデート、オンライン教材の開発に取り組む。

５． 国際的な取組みに対する積極的な連携

（１）国際連携

・ 機関リポジトリの振興改善に向けた国際的な取組みに参画し、日本の機関リポジトリ
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の研究成果発信の効果を高めるため、オープンアクセスリポジトリ連合

（Confederation of Open Access Repositories、COAR）に加盟する。 

（２）海外派遣

・ 国際的に活動できる人材を育成するため、会員館の職員を国際会議や海外の先進施設

等へ派遣する。

６． 広報・情報提供に係る活動

（１）ウェブサイト等による情報提供

・ 協会内での情報共有と対外的な広報普及を図るため、ウェブサイト、Facebook の編

集・管理を行う。また、新たに広報誌の企画・発行を行う。

（２）関連団体が主催するイベント等への参加等

・ 関連団体が主催するイベントや広報媒体等を活用し、広報普及活動を行う。

７．会議等

（１）総会

・ 年１回の通常総会を開催する。

時期： 2018 年 2 月～3 月（予定） 
  会場： 学術総合センター内（予定）

（２）運営委員会

・ 年３回の開催とする。

・ 運営委員会委員長が必要と認めた場合は、追加して開催する。

（３）作業部会等

・ 必要に応じて、作業部会、タスクフォース等の打合せを開催する。
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国際担当 2017 年度活動計画 

１． 国際連携 

学術研究並びに学術情報流通には国境は無いものと理解すべきであり、協会会

員による機関リポジトリを通じた研究成果発信の効果を高めるためには、国際連

携は必要不可欠の課題である。 

（１）COAR加盟 

 COAR は、機関リポジトリの振興改善に向けた国際的取組において中心的な役割

を果たしている。JPCOARが COAR に正式加盟することによって、日本の機関リポジ

トリに大きな利益をもたらすことが期待できる。 

２． 海外派遣 

担当者人材育成の観点から、国際的なイベント及び海外の先進施設等への派遣

を実施する。 

（１）COAR年次総会 

  会期・開催地：2017/5/8-10、ヴェニス（イタリア） 

    https://www.coar-repositories.org/news-media 

    /save-the-date-coar-annual-meeting-2017/ 

  参加登録開始：1月末 

  派遣候補者（未定）：西薗＠鹿大、香川＠お茶大（統制語彙） 

 林＠九大、南山＠極地研、ほか（次世代システム？） 

（２）Open Repositories 2017 

  会期・開催地：2017/6/26-30、ブリスベン（オーストラリア） 

  http://or2017.net/call-for-proposals/ 

  派遣予定者：大園隼彦＠岡山大学（ただし来春の人事異動を確認して再調整） 

（３）COAR  Asia 
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JAIRO Cloud 運用作業部会 2017 年度活動計画（案） 

１． JAIRO Cloud利用サポート 

・ コミュニティサイトの運営を通じて、利用機関を日常的にサポートする。 

・ 研修作業部会と連携し、JAIRO Cloud操作説明に係る研修会を企画・実施する。 

２．JAIRO Cloud移行サポート 

・ JAIRO Cloud への移行を促進し、移行作業の負担を軽減するため、担当者向けの勉

強会を実施する。また、先行事例や知見を共有する仕組みを構築する。 

３．JAIRO Cloudの機能改善に関する検討 

・ NII と連携し、次期 JAIRO Cloudの開発計画に添って、ユーザ要望の取りまとめや

機能改善に関する検討を行う。 



資料 No.4-2-3 

研修作業部会 2017 年度活動計画（案） 

１． 研修会の開催 

（１）新任担当者研修 

 昨年度までの新任担当者研修においては、毎回申込多数により足切りが発生して

おり、高い需要が確認されている。そのため、平成 29 年度においても同回数の研

修機会を設ける。 

 また、研修講師及び補助者については会場近隣の協会会員施設から応援を集め、

JAIRO Cloudに関する具体的な研修については JAIRO Cloud作業部会との連携にお

いて実施する。 

開催時期：6月～10月（例年どおり） 

会  場：国立情報学研究所（平成 29 年度は体制の見通しが不透明のため、

また経費節減のため、すべて国立情報学研究所を会場とする。例年

は 5回のうち地方開催 2回） 

（２）教材等の作成提供 

研修教材のアップデートを図ると共に、オンライン教材の開発に取り組む。 

 また、JAIRO Cloudに関する教材等については、JAIRO Cloud作業部会との連携

において実施する。 
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広報普及作業部会 2017 年度活動計画（案） 

１． 協会の広報普及に寄与するフォーラム等の企画・運営を行う。 

２． 協会の各種説明会の企画・運営に協力する。 

３． 協会の情報誌の企画・発行を行う。 

４． 協会のウェブサイト、facebook ページの編集・管理を行う 

５． 協会内での情報共有を図る 

作業部会設置規程の文言 

広報普及作業部会においては，次の業務を行う。 

（１）協会のフォーラム等の企画・運営を行う。 

（２）協会の各種説明会の企画・運営に協力する。 

（３）協会の情報誌の企画・発行を行う。 

（４）協会のウェブサイト、facebookページの編集・管理を行う。 

（５）その他、広報普及に関する事業を行う。 
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メタデータ普及タスクフォース 2017 年度活動計画（案） 

１． 目的・目標 

本タスクフォースでは、平成 28年に設計された新たなメタデータスキーマ

（JPCOAR Schema）について、参加機関からの意見・国際動向を踏まえた最終調整を

行い、確定する。また、IRDB への実装を視野にいれた各機関リポジトリへの普及活

動を行う。 

２． 達成基準 

本タスクフォースは平成 28年度メタデータ検討タスクフォースのフェーズ２のタ

スクとして設定する。参加機関への初期的な周知を行った以後は研修作業部会・広報

作業部会へ移行することを想定する。ただし、国際動向・技術動向のフォローアップ

は定常的に進める必要があるため、フェーズ２以降の体制については要検討である。 

３． 平成 29年度活動計画 

（１）新スキーマの確定と周知 

国内動向・国際動向を見極め、最終調整のうえ、新スキーマを確定する。NIIオー

プンフォーラム（6/7)で新スキーマを参加機関に周知するとともに、検討の経緯をド

キュメントとして残す。また、国際的なデータ流通の観点から国際的な周知活動も行

い、OR2017（6/26-30）でのポスター発表に応募している。 

（２）解説およびサービスイメージの提示 

IRDBへの実装に合わせて、新規データ作成時やデータ移行時の留意点を参加機関

にわかりやすく示した解説を作成する。データ作成・修正のインセンティブを高め

るため、各大学におけるユースケースを提示し、テストデータやデータの活用例を

示すなど、周知活動を行う。 

（３）COAR Controlled Vocabularies Editorial Board へのメンバー派遣 

日本代表として、コミットの仕方を検討し、継続して情報交換ができる体制を築く。 
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研究データタスクフォース 2017 年度活動計画（案） 

１． 目的・目標 

 本タスクフォースは平成 28 年度に機関リポジトリ推進委員会研究データタスクフォー

スで開発したトレーニングツールを引き継ぎ、その公開・試行、ブラッシュアップを実

施する。 

オープンサイエンスは、すでに世界的な潮流となっている。特に欧米は支援環境の

整備が大きく進んでおり、図書館員等の研究支援従事者を対象とした、研究データマ

ネジメントのスキルを身につけるためのトレーニングコースも数多く存在している。一

方で、我が国の現状では、研究支援スキルを取得するための組織的な手段が存在してい

ない。本タスクフォースでは、日本向けのデータマネジメントのトレーニングツールを

開発し、今後の支援サービスのデザインのための基礎の構築を目指す。 

２． 達成基準 

 平成 29 年度１年間を試行期間として設定する。試行期間後半に、トレーニングツール

の評価を行い、その評価結果によって、試行フェーズ継続か、運用フェーズ移行するか

を決定する。 

３． 平成 29年度活動計画 

 平成 29 年度前半にトレーニングツールを Web 上で公開し、各種媒体、イベント（総合

展等）を通じた広報普及活動、および研究データ管理の現場における試行を行う。平成

29年度後半にかけて、その結果のフィードバックによるブラッシュアップを行う。 

（その他検討中の活動計画） 

・JAIRO Cloudを研究データリポジトリとして拡張するための要件を定義する。 
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OA 方針成果普及タスクフォース 2017 年度活動計画（案） 

１． 目的・目標

OA 方針成果普及タスクフォースは、日本国内における研究成果のオープンアクセス

化を推進するため、JPCOAR 加盟機関等が個々の OA 方針を策定することを容易に

し、方針の実現体制を迅速に確立することに役立つツールを提供し普及させることを

目的とする。

２． 達成基準

本タスクフォースはフェーズ 2 のタスクとして 1 年間に期間を限り設置する。平成

28 年度に作成した OA 方針策定ガイドや OA 方針リンク集をさらに充実させ、周知

するための一連の活動を完了した時点で終了する。

３． 平成 29 年度活動計画 
（１）OA 方針策定ガイドの充実 

・OA 方針策定済機関へのアンケート調査を実施し、結果をまとめてウェブサイト等

で公開する。

・調査結果に基づき、OA 方針を策定する際に起こる具体的な課題や検討しておくべ

き事項を整理する。

・整理した課題を OA 方針策定ガイドに反映させ、より実態に即した内容に充実させ

る。

・OA 方針策定ガイド改訂版をウェブサイトに掲載し公開するとともに、研修やイベ

ント等を通じて周知する。

（２）OA 方針リンク集の継続と拡充 
・新たに OA 方針を策定した機関からの情報収集を継続し、OA 方針リンク集を充実

させる。

・活動期間終了後の OA 方針リンク集の運営方法を検討し、運営委員会に提案する。 



オープンアクセスリポジトリ推進協会 2017 年度予算（案） 

１．作業部会

名称 予算額

JAIRO Cloud 運用作業部会 400 千円 
研修作業部会 700 千円 
広報普及作業部会 400 千円 

２．タスクフォース

名称 予算額

メタデータ普及タスクフォース 250 千円 
OA 方針成果普及タスクフォース 200 千円 
研究データタスクフォース 600 千円 
研究者情報連携タスクフォース 200 千円 

３．その他

名称 予算額

事務協力費 3,500 千円 
国際 1,250 千円 
2017 年度総会会場費 216 千円 
2017 年度総会作業部会員補助の旅費 200 千円 
運営委員会開催旅費（3 回及び総会） 1,000 千円 

４．合計

8,916 千円 

2017 年度会費収入見込額：10,020 千円 
現在の予算案との差額：   1,104 千円 
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オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会委員名簿（案）

（平成 28 年 2 月 3 日現在） 

氏 名 所属・役職 区分

行木 孝夫 北海道大学大学院理学研究院数学部門 准教授 （退任）

富田 健市 北海道大学附属図書館 事務部長 （退任）

（新規選出） 北海道大学附属図書館 
国立

（新規）

尾城 孝一 東京大学附属図書館 事務部長 （退任）

（新規選出） 東京大学附属図書館
国立

（新規）

江川 和子 筑波大学 学術情報部長
JAIRO Cloud 

利用機関（継続）

高橋 菜奈子 千葉大学附属図書館 学術コンテンツ課長
国立

（継続）

森 一郎 新潟大学学術情報部 学術情報管理課長 （退任）

島  文子 京都大学附属図書館 図書館企画課長
国立

（継続）

尾崎 文代 鳥取大学附属図書館 図書館情報課長
国立

（新規）

池田 大輔 九州大学大学院システム情報科学研究院 准教授 （退任）

山本 和雄 琉球大学附属図書館 事務部長
国立

（継続）

大野 利彦 神戸市外国語大学 学術情報センターグループ長
公立

（継続）

菊池 亮一 明治大学 学術・社会連携部・部長 （退任）

鈴木 正紀 文教大学越谷図書館 館長補佐
私立

（新規）

荘司 雅之 早稲田大学図書館 事務部長
私立

（新規）

佐藤 翔 同志社大学免許資格課程センター 助教
教員

（継続）
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安本 裕和 関西学院大学図書館 事務部長 （退任）

加川 みどり 神戸松蔭女子学院大学図書館
私立

（新規）

増井 ゆう子
国文学研究資料館古典籍共同研究事業センター事

務室 副室長

JAIRO Cloud 

利用機関（新規）

山地 一禎

国立情報学研究所 学術ネットワーク研究開発セ

ンター（コンテンツ科学研究系） 准教授／学術リ

ポジトリ推進室長

NII 

（継続）

細川 聖二
国立情報学研究所 学術基盤推進部学術コンテン

ツ課長

NII 

（継続）

吉田 幸苗
国立情報学研究所 学術基盤推進部学術コンテン

ツ課 副課長
（退任）

※ 委員が人事異動等により委員を継続することが困難な場合、別途、運営委員会におい

て後任委員を決定することとする。



オープンアクセスリポジトリ推進協会作業部会員の名簿作成について

（１）2016 年度まで（機関リポジトリ推進委員会） 
新規

○ 委員から推薦を行い、委員会の承認を得る。

継続

○ 年度末に事務局から継続確認を行い、委員会の承認を得る。

（２）2017 年度から（オープンアクセスリポジトリ推進協会） 
新規

○ 委員から推薦を行い、運営委員会の承認を得る。

○ JPCOAR 参加機関から希望者を募り、運営委員会の承認を得る。

（事務局で受付及びとりまとめを行う。）

→ 安定的に作業部会員を確保する仕組みが必要。 

継続

○ 年度末に事務局から継続確認を行う。
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オープンアクセスリポジトリ推進協会第１回総会議事次第（案）

日時：2017 年 3 月 8 日（水） 13：30 ～ 16：00

場所：学術総合センター 中会議場

議事：

(1)  開会挨拶 13:30-13:35 (5 分) 会長

(2)  会則等規程について 13:35-13:45 (10 分) 富田委員長

(3)  入会状況について 13:45-13:55 (10 分) 細川課長

(4)  2017 度会長選出について 13:55-14:05 (10 分) 会長

(5)  2017 年度監事選出について 14:05-14:15 (10 分) 会長

(6)  2017 年度運営委員会委員の選出につい

て

14:15-14:25 (10 分) 会長

(7)  休憩 14:25-14:35 (10 分) 
(8)  2016 年度機関リポジトリ推進委員会作

業部会及びタスクフォースの活動報告に

ついて

14:35-14:50 (15 分) 尾城委員

(9)  2017 年度オープンアクセスリポジトリ

推進協会事業計画、体制について

14:50-15:05 (15 分) 江川委員

(10) 2017 年度運営委員会作業部会、タスクフ

ォース活動計画案について

15:05-15:40 (35 分) 高橋委員

(11) 2017 年度オープンアクセスリポジトリ推

進協会予算案について

15:40-15:50 (10 分) 山本委員

(12) 質疑応答 15:50-16:00 (10 分) 全員

全体の議事進行は、2016 年度の会長として会長に依頼する。 

資料：
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JAIRO Cloud 運用作業部会 2016 年度活動報告 

１．メンバー

江川和子（筑波大学／主査）、尾城孝一（東京大学／副主査）、船山桂子（筑波大学）、中原

由美子（筑波大学）、加川みどり（神戸松蔭女子学院大学）、前田朗（東京大学）、常川真央

（アジア経済研究所）、田口忠祐（国立情報学研究所／事務局）

２．活動計画

平成 28 年 7 月に JPCOAR が設立され、JAIRO Cloud が JPCOAR と NII の共同運営に

移行することに基づき、国内共通のリポジトリシステム基盤である JAIRO Cloud の安定的

な運用と機能改善、および普及のため、以下の課題について検討・実施する。

・ JAIRO Cloud 機能改善の検討 
・ JAIRO Cloud 移行サポート 
・ JAIRO Cloud 掲示板のサポート（随時） 
・ SCPJ 移行準備 

３．会合

・ 平成 28 年 10 月 14 日 第一回ミーティング（NII） 
・ 平成 29 月 1 日 23 日 第二回ミーティング（NII） 

４．活動状況

（１）JAIRO Cloud 移行サポート 
・ 12 月 16 日に「DSpace からの JAIRO Cloud データ移行勉強会」（試行）を実施し、会

場 9 名＋テレビ会議 6 名が参加した。アンケート回答者 10 名のうち 9 名が「有効」と

評価した。

・ 資料はコミュニティサイトに公開する。また、移行 FAQ を作成する。 
・ 次年度も同様のイベントを開催する（2 回程度）。 
（２）JAIRO Cloud 掲示板のサポート及びコミュニティサイトの運営 
・ 掲示板に寄せられた質問に回答した（約 15 件）。 
・ コミュニティサイトのありかたについて検討し、利用相談のための掲示板はクローズド

な環境に変更し、あわせてオープンな情報を掲載する FAQ の充実を図ることにした。 
（３）JAIRO Cloud 機能改善の検討 
・ NII の依頼を受け WEKO ver.2.3.0 へのアップデートの評価に協力した。 
・ 次期 JAIRO Cloud の開発に向けた NII との連携について協議した。 
（４）JPCOAR による SCPJ の運用について 
・ SCPJ の安定的な維持運用のため、JPCOAR による管理体制に移行する必要性を確認
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したが、具体的な方策を見出すに至らなかった。→次年度はこの問題解決のための TF
の設置を要望。 

（５）その他 
・ 指標・評価・メトリックス TF が作成した「JAIRO Cloud 機関横断統計ツール」の扱い

について検討し、JPCOAR 会員限定で公開する方針を立てた。 
・ 次年度の「JAIRO Cloud 操作説明会」（新任担当者研修の補講）の実施に向けて、カリ

キュラムの見直しを行い、講義資料の確認と検討を開始した。 
 
５．成果 
・ 「DSpace からの JAIRO Cloud データ移行勉強会」（試行）実施、参考資料作成 



研修作業部会 2016 年度活動報告 
 

１．メンバー 

主 査：山本和雄 

協力員：加川みどり、船山桂子、直江千寿子、鈴木雅子、尾崎文代、花﨑佳代子、中谷昇 

  

２．活動計画 

 (1) 新任担当者研修の実施（5回） 

 (2) 平成 29年度研修計画の作成 

 

３．会合 

・5 月 27日 第一回ミーティング（NII）キックオフミーティング 

 平成 28年度の進め方について確認した。来年度からオープンアクセスリポジトリ推

進協会の主催となることを想定し、研修事務作業の全容を把握する一環として従来は

事務局主導となっていた受講生選考について WG主体で選考することとした。 

 

・11月 10日 第二回ミーティング (パシフィコ横浜) 

 平成 29年度の研修企画について検討した。新任担当者研修については、まだ不確定

要素の残る JPCOARの新体制による研修の初年度であることから、会場はすべて国立情

報学研究所として作業負担の軽減を図ると共に、研修需要に応えるため開催回数は従

来と同じ 5回を想定することとした。また、JAIRO Cloud の具体的な操作講習等につい

ては、JAIRO Cloud作業部会との連携を図る方向で進めることとした。 

 

・3 月 8日 第三回ミーティング (NII) [予定] 

 平成 29年度の研修事業の具体的な進め方について検討する。 

 

４．活動状況：新任担当者研修 

 今年度から従来の JAIRO Cloud 操作研修と新任研修を一体化して実施中。実施には多

くの関係者の協力を要する。 

 研修終了後には各回毎に SNS のグループを作成し、講師と有志の受講生により意見交

換を行っており、受講生の中からリーダー格を期待できる担当者も育ってきている。 

また、各回とも申込多数により足切りが発生しており、高い需要が確認されている。 

 

・6 月 23～24日 第一回（NII、参加 32名 / 申込 62名) 

講師等 9名：加川みどり＠神戸松蔭女子学院大学 (司会兼)、阿部潤也＠東京歯科大学、

南山泰之＠国立極地研究所、髙野沙弥＠田園調布学園大学、船山桂子＠筑波大学、野田
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英明、田口忠祐、丸山寛＠国立情報学研究所、天笠俊之＠筑波大学計算科学研究センタ

ー准教授 

 

・7 月 28～29日 第二回 (NII、参加 32名 / 申込 60名) 

講師等 9名：船山桂子＠筑波大学 (司会兼)、尾崎文代＠鳥取大学、川村拓郎＠広島大

学、髙野沙弥＠田園調布学園大学、佐藤恵＠東北学院大学、野田英明、田口忠祐、丸山

寛＠国立情報学研究所、深貝保則＠横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授 

 

・8 月 22～23日 第三回（長崎国際大学、参加 20名 / 申込 23名) 

講師等 8名：山本和雄＠琉球大学 (司会兼)、柳生紀子＠長崎大学、坂本里栄＠西南学

院大学、飯島芳典＠長崎国際大学、吉田幸苗、田口忠祐、丸山寛＠国立情報学研究所、

池田大輔＠九州大学システム情報科学研究院准教授 

 

・9 月 13～14日 第四回（神戸松蔭女子学院大学、参加 23名 / 申込 44名) 

講師等 9名：加川みどり＠神戸松蔭女子学院大学 (司会兼)、大園隼彦＠岡山大学、松

川隆弘＠大阪商業大学、花﨑佳代子＠神戸大学、和田崇＠奈良県立医科大学、野田英明、

田口忠祐、丸山寛＠国立情報学研究所、渡部昭男＠神戸大学人間発達環境学研究科教授 

 

・10月 27～28日 第五回 (NII、参加 32名 / 申込 57名) [予定] 

講師等 10名：船山桂子＠筑波大学 (司会兼)、阿部潤也＠東京歯科大学、中谷昇＠鳥取

大学、髙野沙弥＠田園調布学園大学、鈴木恵津子＠東京家政大学、直江千寿子＠横浜国

立大学、野田英明、田口忠祐、丸山寛＠国立情報学研究所、熊谷正朗＠東北学院大学工

学部教授 

 



広報作業部会 2016 年度活動報告 
 

 

1. 説明会（5/26：学術総合センター中会議場）  

 NIIオープンフォーラムで行われた JPCOAR説明会の企画・運営に協力した。 

 

2. JPCOAR設立総会（7/27：学術総合センター中会議場） 

JPCOAR 設立総会の企画・運営を行った。 

 

3. 図書館総合展（11/9：パシフィコ横浜） 

 図書館総合展フォーラム「リポジトリの未来を考える：オープンサイエンス時代の到来を

迎えて」の企画・運営を行った。 

 

4.地域ワークショップ（12/2：広島大学図書館） 

 JPCOAR地域ワークショップ（中国四国地区）を開催した。 

 

5.Webページのリニューアル（1/20） 

 JPCOARの Web ページをリニューアルした。 

 

6. JPCOAR総会（3/8：学術総合センター：準備中） 

 JPCOAR第一回総会の運営補助を行う予定。 

 

7.パンフレットの作成（準備中） 

 JPCOARの新パンフレットを作成予定。 

 

8. 国際協力 

(1) COAR Annual Meeting 

2016.04.12-13 会場：ウィーン、参加 1名（山地） 

 

(2) Open Repositories 2016 

2016.06.13-16 会場：ダブリン、参加 1名（林） 

同時期開催の CRIS 2016 (6/8-11 2016, St Andrews, Scotland)にも参加 

 

(3) 広報作業部会国際関係打合せ (11/8：国立情報学研究所) 

 JISC の Neil Jacobs氏来日を機に、NII山地一禎先生、NISTEP林和弘氏、JUSTICE 小

陳左和子氏、JAIRO Cloud作業部会を交えて情報交換会を開催した。 
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メタデータ検討タスクフォース 2016 年度活動報告 
 
１．メンバー 
高橋 菜奈子 主査 / 千葉大学 

佐々木 翼 協力員 / 北海道大学 

南山 泰之 協力員 / 国立極地研究所 

香川 朋子 協力員 / お茶の水女子大学 

前田 朗 協力員 / 東京大学 

大園 隼彦 協力員 / 岡山大学 

林 豊 協力員 / 九州大学 

大向 一輝 国立情報学研究所 

山地 一禎 国立情報学研究所 

片岡 真 国立情報学研究所 

田口 忠祐 事務局 / 国立情報学研究所 

 
２．活動計画 

リポジトリに登録されたコンテンツのメタデータは、国内では junii2 を標準的仕様とし

て広く流通させる仕組みを整えているが、雑誌論文を主な対象として設計されたスキー

マであるため、コンテンツの多様化や周辺の技術進歩に対応した拡張が必要となってき

ている。新たなメタデータスキーマの設計及び国内リポジトリへの適用・実装支援を行う

ことが本タスクフォースの目的である。また、国内での展開を当タスフォースの協力員が

中心となってケーススタディを策定し、具体的な対応イメージを提示することにより、大

学等関係機関における研究データへの対応を促す。 

平成 28年度においては、夏に全員で集中的に次期スキーマの検討を行い、改訂案を公表

する。並行してガイドラインの改訂をすすめ、2 月に今年度の最終報告を行う。 

 【課題１】次期スキーマの策定 

 【課題 2】サービスイメージの提示 

 【課題 3】ガイドラインの整備 

 

３．会合 
・5 月 27 日 第 1 回ミーティング（NII） 
・9 月 8-9 日 集中検討会（第 2 回ミーティング）（NII） 
・11 月 8 日（第 3 回ミーティング）（さくら Works） 
・12 月 15 日 TV 会議 
・12 月 22 日 TV 会議 
・12 月 27 日 TV 会議 
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・1 月 11 日第４回ミーティング（NII） 
 
４．活動状況   

 【課題 1】次期スキーマの策定、および、 【課題 3】ガイドラインの整備 

(1)海外動向調査 
メタデータスキーマに関する国際動向の調査を行い、報告書をまとめた。 
(2)「junii2 改訂の基本方針」の策定 
「junii2 改訂の基本方針」を策定し、平成 28 年度第 2 回機関リポジトリ推進委員会

での承認を受けて公開した。（参照 http://id.nii.ac.jp/1280/00000210/） 

(3)基本方針への意見の招請 

図書館総合展にあわせて、11月8日にメタデータに関する意見交換イベントを開催し、

基本方針および策定作業中のスキーマ案に対しての意見を広く求めた。図書館員・シス

テムエンジニア・研究者など 33名が参加し、意見交換を行った。 

(4)新スキーマ「JPCOAR Schema」（案）およびガイドライン（案）の策定 

基本方針への意見交換の結果や、海外の連携先との連絡調整を行い、新スキーマ案を策

定した。名称は JPCOAR Schemaとすることとした。あわせて、入力の指針となるガイド

ラインを策定した。 

(5)新スキーマ案への意見の招請 

2 月～3 月に新スキーマ案にパブリックコメントを求め、年度内に意見の取りまとめ

を行う。 

なお、海外および国内のシステム連携先との最終調整が必要となるため、新スキーマ

案の確定は来年度早々に行う。 

 【課題 2】サービスイメージの提示 

新スキーマの確定が想定よりも遅れたため、当初予定したテストデータの作成とサー

ビスイメージの提示は行わなかった。来年度のメタデータスキーマの普及活動の中で、

実施していきたい。 
 

５．成果 
(1)junii2改訂の基本方針 

(2)JPCOAR Schema（案） 

ガイドライン（案）の形で提示する 

技術資料（定義ドキュメント、XML スキーマ定義、主要スキーマとのマッピング

表）は確定後に公表する。 

(3)国際動向調査報告 

     

 



国情研コ第   号 

平成29年  月  日 

 

各 位 

 

機関リポジトリ推進委員会 

 委員長  富田 健市 

 

 

「JPCOAR Schema（案）」に関する意見募集について（依頼） 

  

 

平素、機関リポジトリ推進委員会の活動にご支援・協力くださり、ありがとうございます。 
さて、機関リポジトリ推進委員会メタデータ検討タスクフォースでは、オープンサイエン

スの動向、オープンアクセス方針採択の広がり、識別子の拡充など、社会的・技術的な変

化に対応し、現在のメタデータ規格であるjunii2の改訂を検討してきました。このたび、

新スキーマとして、「JPCOAR Schema（案）」をまとめましたので、皆様からの意見を

募集します。意見募集の後、データ連携先とも調整を行い、次年度に確定をする予定で

す。 

ご多用中誠に恐れ入りますが、下記により、ご回答を頂戴できますようご協力をお願いい

たします。 
 

 

記 

  

実施の概要：＜別紙 1＞のとおり 

 

意見募集対象：JPCOAR Schema ガイドライン（案）＜別紙 2＞ 

 

意見提出期限：平成 29年 3月 17日（金） 

 

本件問合せ先：大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議 

機関リポジトリ推進委員会 メタデータ検討タスクフォース  
TEL：03-4212-（事務局:国立情報学研究所） 

E-mail：irtf_metadata@nii.ac.jp 

 

 



（別紙１） 
「JPCOAR Schema（案）」に関する意見募集について （実施要領） 

 
1.目的 

Junii2 を改訂し、新スキーマを策定するにあたり、スキーマ(案)を提示し、意見を募集す

る。大きな課題点があれば、最終確定前に反映する。 
 
2. 意見募集対象 

JPCOAR Schema ガイドライン（案）＜別紙 2＞ 
【参考資料】junii2 改訂の基本方針＜別紙 3＞ 
サンプルデータ＜別紙 4＞ 
国際動向調査報告＜別紙 5＞ 
※技術資料は最終確定後に公開します。 
 
3. 意見等募集期間 
平成 29 年 2 月 20 日（月）～平成 29 年 3 月 17 日（金）  
 
4. 意見提出者 
オープンアクセスリポジトリ協会（JPCOAR）参加機関、学術機関リポジトリデータベー

ス（IRDB)にデータを提供している機関、機関リポジトリのメタデータを利用している機

関、その他メタデータに関心のある組織（民間含む）または個人 
 
5. 意見提出方法 

下記の回答フォームにアクセスしてご回答ください。なお、回答フォームには

SurveyMonkey を使用しております。  
http://●●●●● 

 
6. 質問項目 
＜別紙 6＞をご参照ください。  
 
7. 今後のスケジュール （予定） 

時期 内容 
平成 29 年 2 月～3 月  意見募集  
平成 29 年 5 月～6 月頃  意見の検討を経て、最終確定 
平成 29 年 7 月～平成 30 年 3 月 IRDB への実装 
平成 30 年 4 月～ JAIRO Cloud への実装 

 



研究データタスクフォース 2016 年度活動報告 
 
１．メンバー 
主査：尾城孝一（東大） 
副主査：山地一禎（情報研） 
協力員：前田翔太（北大）、南山泰之（極地研）、三角太郎（千大）、天野絵里子（京大）、

大園隼彦（岡大）、西薗由依（鹿大） 
外部有識者：高橋菜奈子（千大） 

 
２．活動計画 
（１）RDM トレーニングツールの開発 

平成 27 年度の活動成果である①基礎資料、②海外先行事例調査、及び③日本向け教材

開発の検討結果を引き継ぎ、日本版 RDM トレーニングツールの開発を行う。 
 
（２）ケーススタディによる研究データ管理ノウハウの蓄積  

ｉ）デジタル・ヒューマニティーズ 
平成 27 年度の調査・分析及び対応法の検討を踏まえ、研究データの具体的な引き取り

交渉フェーズに移行する。 
ｉｉ）データジャーナル 

平成 27 年度までの検討を踏まえ、機関リポジトリをデータの出版プラットフォームと

して機能させるための要件につき、NII との共同研究を進める。 
 
３．会合 

・平成 28 年 5 月 27 日 第一回ミーティング（全体） 
・平成 28 年 6 月 28 日 第二回ミーティング（TV 会議） 
・平成 28 年 7 月 13 日 第三回ミーティング（TV 会議） 
・平成 28 年 9 月 12 日 第四回ミーティング（TV 会議） 
・平成 28 年 10 月 13 日 第五回ミーティング（TV 会議） 
・平成 28 年 11 月 2 日 第六回ミーティング（TV 会議） 
・平成 28 年 12 月 12 日 第七回ミーティング（TV 会議） 
・平成 29 年 2 月 15 日 第八回ミーティング（NII） 

 
４．活動状況 
（１）RDM トレーニングツールの開発 

日本版 RDM トレーニングツール開発に向けて、第１回ではメンバー間で趣旨やター

ゲットの確認、章案の構成立てや担当者決めを行った。以後、海外の既存ツールの再検討、
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コンテンツ及びスクリプトの作成を進めた。また、MOOC 化のための作業も合わせて行

った。 
 
（２）ケーススタディによる研究データ管理ノウハウの蓄積  

ｉ）デジタル・ヒューマニティーズ 
  平成 21〜23 年度に科研費の研究成果公開促進費によって構築された人文社会科学系

のデータベースの現在の公開状況を調査し、約半数が継続的な運営に課題を抱えている

ことを把握し、過去に生み出された研究データの保存の必要性が確認された。 
  上記を踏まえ、データベースに登録されたデータの効率的な引取り手法の実践として、

過去に作成された CD-ROM 上のデータベースを機関リポジトリに一括登録するため、許

諾が得られたいくつかのデータベースにつきメタデータのマッピング等の検討を進めて

いる。しかし、現在の日本のデファクトスタンダードとなっている junii2 スキーマでは

研究データを保存するために十分なフィールドが準備されていないため、ケースを積み

上げるには時期尚早として、本検討結果を本委員会メタデータタスクフォースへ引き継

ぎ、研究データタスクフォースとしては（１）RDM トレーニングツールの開発を優先さ

せ、ツールの開発を通じて研究データのリポジトリ登録の基盤整備へつなげることとし

た。 
ｉｉ）データジャーナル 
  実証実験により、データジャーナル刊行の出版プラットフォームに必要な要件として、

編集・査読システムとの連携、推奨データリポジトリの要件、データの真正性担保の手法

を検討した。また、構築したプロセスに沿った関係者のタスクや、ジャーナル構築・運用

に求められる技能について検討した。 
 
５．成果 
（１）RDM トレーニングツールの開発 

・「日本版 RDM トレーニングツール」（スライド版） 
・「日本版 RDM トレーニングツール」（MOOC 版） 
・学会発表「研究データ管理の理解促進と支援体制構築に向けた教材開発の取り組み」 
（大学 ICT 推進協議会（AXIES）2016 年度年次大会、2016 年 12 月 16 日） 

 
（２）ケーススタディによる研究データ管理ノウハウの蓄積  

ｉ）デジタル・ヒューマニティーズ 
 ・科研費研究成果公開促進費による人文社会科学系のデータベースの公開状況調査 
ｉｉ）データジャーナル 
 ・学会報告および成果報告書（予定） 



論文 OA タスクフォース 2016 年度活動報告 
 
１．メンバー 

尾城 孝一 (東京大学 / 主査） 
菊池 亮一 (明治大学 / 副主査） 
高橋 菜奈子 (千葉大学 / 副主査） 
島 文子 (京都大学 / 副主査） 
青山 俊弘 (鈴鹿工業高等専門学校 / 協力員) 
今井 敬吾 (岐阜大学 / 協力員) 
佐々木 翼 (北海道大学 / 協力員) 
菊谷 英司 (高エネルギー加速器研究機構 / 協力員) 
関澤 智子 (新潟大学 / 協力員) 
直江 千寿子 (横浜国立大学 / 協力員) 
林 豊 (九州大学 / 協力員) 
上原 藤子 (沖縄科学技術大学院大学 / 協力員) 

 
２．活動計画 
論文のオープンアクセスを推進するため、各大学のオープンアクセス方針策定支援やポ 
リシー策定後の実施支援を検討する。かつ、オープンアクセスの活動と実際OA の達成度

について、評価・検証を行う。課題を次の4 つに設定する。 
【課題0】グランドデザイン策定 

論文OA を推進するにあたってのグランドデザインを示す。 
【課題1】OA 方針策定支援 

OA 方針の雛形を完成し、公表する。 
【課題2】OA 実施支援 
・OA 方針策定済み大学におけるワークフローを調査し、結果を公表する。 
・研究者DB 連携機能（researchmap に論文メタデータが登録されたら通知する）を開

発し、実証実験を行う。 
【課題3】OA 評価・トラッキング 

OA モニタリングシステムの開発を進め、特定の集合（KAKEN 等）におけるOA率を

算出する。 
 
３．会合 

・平成28年5 月27 日 キックオフミーティング（NII） 
・平成28年7 月27 日 課題別ミーティング[課題1,課題2]（NII,TV 会議） 
・平成28年10 月3 日 課題別ミーティング[課題1]（TV 会議） 
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・平成28年10 月13 日 課題別ミーティング[課題0]（TV 会議） 
・平成29年1 月30 日 全体ミーティング（NII） 

 
４．活動状況 
【課題0】論文オープンアクセスをめぐる状況と本タスクフォースのスコープの検討を行

い、グランドデザインの作図を行った。 
第2回機関リポジトリ推進委員会にて「オープンアクセスをめぐる動向と論文OAタス

クフォースの活動」を提示するとともに、第18回図書館総合展のフォーラム第2部（リ

ポジトリ事例報告・活動報告）にて「機関リポジトリのメタデータフローと機関リポジ

トリ委員会での取り組み」を提示した。また、研究者のワークフローに即した支援につ

いても作図した。 
【課題1】OA 方針の雛型、ツールキット、附属資料の検討を行った。また国内機関のOA 

方針と実施要領のリンク集の案を作成した。 
(1)OA方針策定ツールキット（策定ガイド、雛型、実施計画例を含む） 
昨年度成果のレビューを行い、各大学でOA方針を策定する際に参考になる資料とし

て、次の5点を作成し、公開することとした。 
①OA方針策定ガイド 
②実施計画例（ロードマップ） 
③OA 方針の雛型 
④OAの理解を促進するための説明資料 
⑤ROARMAP登録手順 

年度内にこれらのドキュメントを完成し、JPCOARのウェブサイトで公開する。 
(2)OA方針リンク集 
OA方針策定済みの大学のウェブサイト等を調査し、国内機関のOA方針と実施要領のリ

ンク集を作成した。（１）とあわせて、年度内にJPCOARのウェブサイトで公開す

る。 
【課題2】 

(1)OA 方針策定済み大学におけるワークフロー調査 
京都大学へのヒアリング調査結果等、昨年度成果のレビューを行うとともに、京都大学

以降にOA方針を策定した大学をウェブサイトで調査した。これらの先行大学の経験を

共有するためにOA方針策定済みの大学を対象としたアンケート調査を計画した。当初

想定したワークフロー調査よりも、OA方針策定にあたっての検討のポイントについて

質問するほうが有益であるという検討結果に基づき、質問項目を整理し、計画をまとめ

た。アンケートは次年度当初に実施する予定である。 
(2)研究者DB 連携機能 
昨年度の成果をもとにした、researchmap 連携機能（researchmap に論文メタデータ



が登録されたら通知する）について、システム開発が終了し、機能検証を行う準備を行

ったが、システム上の都合により連携が実施不可能となった。次年度以降は課題の設定

を見直し、研究者情報連携タスクフォースに引き継ぐことを想定し、本タスクフォース

から引き継ぐべき点について検討をし、国内の研究者情報を扱うシステム・サービスの

動向についての情報共有の必要性や、ORCID等の国際的な研究者IDの重要性のアドボ

カシー活動の必要性等を確認した。 
【課題3】 

KAKENの雑誌論文（DOIあり）467,082件とIRDBのJournal Article（DOIあり）

46,676件の照合を行い、KAKENの11,118件（2%）が、IRDBの5,913件（13%）にマ

ッチするという結果を得た。この取り組みについてはOR2016（11th Annual 
Conference on Open Repositories）にてポスター発表を行った。書誌マッチの精度の

低さが課題であったため、CrossRefのメタデータを収集・書誌マッチさせるためのシス

テム開発やDOI以外の要素による書誌マッチの導入行うとともに、メタデータ検討タス

クフォースが進めるjunii2メタデータスキーマの改定、国内助成事業成果情報の統一ス

キーマ策定に参画した。これらの活動が進展すればマッチ率の上昇が期待されるが、当

面はシステム整備のウェイトが大きくなるため、タスクフォースとしての活動はいった

ん終了とする。IRDB、KAKENのメタデータスキーマ変更へのシステム的な対応、書

誌照合システムの開発は、引き続きNIIが中心となって進める。 
 
５．成果物 

【課題0】論文OA 推進のグランドデザイン 
【課題1】(1)OA 方針策定ガイド（付録として、実施計画例、OA 方針の雛型、OAの

理解を促進するための説明資料、ROARMAP登録手順を含む） 
(2)OA 方針リンク集 

【課題2】OA 方針策定済み大学を対象としたアンケート調査実施（案） 
【課題 3】OR2016（11th Annual Conference on Open Repositories）ポスター発表・ 

参加報告 



指標・評価・メトリックスタスクフォース 2016 年度活動報告 
 
１．メンバー 
主 査：森 一郎（新潟大学） 
副主査：佐藤 翔（同志社大学） 
協力員：青山 俊弘（鈴鹿工業高等専門学校） 
    五十嵐 健一（慶応義塾大学） 
    川村 拓郎（広島大学） 
    常川 真央（アジア経済研究所） 

 
２．活動計画 

1) IRDB コンテンツランキングの公開 
 平成 27 年度に開発された標記システムを改めて確認し，公開する。 

2) アクセス統計提供サービス 
 IRDB コンテンツ分析に追加すべき機能を検討し，必要に応じて開発する。 

3) アクセスログ解析 
 JAIRO cloudのアクセスログを解析し，必要に応じて1)や2)にフィードバックする。 

 

３．会合 
・10 月 19 日 第一回ミーティング(TV 会議) 
・12 月 13 日 第二回ミーティング(NII) 
 
４．活動状況 
 IRDB ランキングの公開に向けて検証 
 
５．成果 
 主として以下のような修正を行い，年度内に公開できるように NII に依頼した。 
・「年度増加率」位の集計が 5 月から 4 月となっているため，4 月から 3 月に修正する。 
・「CiNii 蔵書数と IRDB 登録数の比率」が 2016 年 3 月以降の集計であるため，公開時は

2016 年 4 月以降を対象とする。 
・各集計の簡単な説明を付けるなどの画面表示上の修正を行う。 
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オープンアクセスリポジトリ推進協会会則 
 

平成 28 年 7 月 27 日 
制        定  

 
第１章 総則 

 
（設置） 

第１条 本会は、オープンアクセスリポジトリ推進協会（以下「協会」という。）と称する。

英語名称は、Japan Consortium for Open Access Repository とし、略称を JPCOAR
とする。 

 
（目的） 

第２条 協会は、リポジトリを通じた知の発信システムの構築を推進し、リポジトリコミュ

ニティの強化と、我が国のオープンアクセス並びにオープンサイエンスに資することを

目的とする。 
２ 協会は、前項の目的を達成するために、国公私立大学図書館協力委員会と国立情報学

研究所との間に締結された協定書に基づき設置された大学図書館と国立情報学研究所と

の連携・協力推進会議と連携して活動する。 
 
（定義） 

第３条 この会則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 
一 リポジトリ 実験や調査で得られたデータなどの学術成果物を生成するまでに収集

される中間生成物（以下「研究データ」という。）を含め、学術的な情報を電子的に保

存し公開するものをいう。 
二 オープンアクセス リポジトリ等を利用して学術論文等の学術成果物を無料で公開

することをいう。 
三 オープンサイエンス 学術論文等の完成された学術成果物のみならず、リポジトリ

等を利用して研究データ等の中間的な生成物を活用できる形で公開することをいう。 
 
（事業） 

第４条 協会は、第２条の目的を達成するために次の重点目標を掲げ、事業を実施する。 
一 オープンサイエンスを含む学術情報流通の改善 
二 リポジトリシステム基盤の共同運営と有効活用 
三 リポジトリ公開コンテンツのさらなる充実 
四 担当者の人材育成のための研修活動 
五 国際的な取組みに対する積極的連携 
六 前各号のほか、協会の目的を達成するために必要な事業 
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第２章 組織 
 
（会員の資格） 

第５条 協会の会員資格は次のとおりとする。 
一 国立大学図書館協会、公立大学協会図書館協議会、私立大学図書館協会のいずれかに

属する図書館 
二 国立情報学研究所共用リポジトリサービスを利用する機関のリポジトリを担当する

部局等 
三 国立情報学研究所 
四 その他、協会の目的に賛同する大学図書館等の施設であって、運営委員会が認めたも

の 
 
（会長） 

第６条 協会に会長を置く。 
２ 会長は、第１０条に定める総会において、会員の中から選出する。 
３ 会長の任期は１年とし、期間は４月１日から翌年３月３１日までとし、再任を妨げな

い。ただし、引き続き３年を超えて在任することはできない。 
４ 会長に選出された会員の長は、協会を代表する。 
 
（監事） 

第７条 協会に監事２を置く。 
２ 監事は、第１０条に定める総会において、会員の中から選出する。 
３ 監事の任期は１年とし、期間は４月１日から翌年３月３１日までとし、再任を妨げない。

ただし、引き続き２年を超えて在任することはできない。 
４ 監事に選出された会員の長又は長を代理する者は、協会の会計を監査し総会で報告す

る。 
 
（運営委員会） 

第８条 協会を運営するために運営委員会を設置する。 
２ 前条第４項の者は、運営委員会の委員になることができない。 
３ その他、運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。 
 
（事務局） 

第９条 協会の事務局は、国立情報学研究所に置く。 
 

第３章 総会 
 
（総会） 

第１０条 会長は、毎年１回通常総会を招集しなければならない。 
２ 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 
３ 前項に定めるもののほか、会員の１０分の１以上から総会の招集を請求されたときは、
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会長は、臨時総会を招集しなければならない。 
４ 臨時総会は、会員に文書等で議事に対する賛否を問うことにより代えることができる。 
 
（議長） 

第１１条 議長は、第６条第４項の者が務める。 
 
（定足数） 

第１２条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。なお、委任状の提出をもって出

席に代えることができる。 
 
（議事） 

第１３条 次の事項は、通常総会において、承認を得なければならない。 
一 年度事業の実施および計画に関する事項 
二 会費の徴収および会計に関する事項 
三 その他、必要とされる事項 

 
第４章 参加及び脱退 

 
（参加及び脱退） 

第１４条 協会に参加を希望するものは、別に定める参加申請書を会長に提出しなければ

ならない。 
２ 協会からの脱退を希望する会員は、会長に脱退届を提出しなければならない。 
３ 会員の参加又は脱退に関する処理は運営委員会で行い、総会で報告する。 
 

第５章 会計 
 
（会計年度） 

第１５条 協会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌３月３１日に終わる。 
 
（会費） 

第１６条 会員の会費に関し必要な事項は、別に定める。 
 

第６章 会則の変更等 
 
（会則の変更） 

第１７条 この会則は、総会において会員総数の３分の２以上の同意がなければ、変更する

ことができない。 
 
（解散） 

第１８条 協会を解散する場合は、総会において会員総数の４分の３以上の同意がなけれ

ばならない。 
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第７章 雑則 

 
第１９条 この会則に定めるもののほか、この会則の施行について必要な事項は、別に定

める。 
 
 

附 則 
本会則は、平成 28 年 7 月 27 日から施行する。 



 

オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会規程 
 

平成 28 年 7 月 27 日 
制 定 

 
（設置） 

第１条 オープンアクセスリポジトリ推進協会会則（以下「会則」という。）第８条の規定に基づ

き、オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。 
 
（目的） 

第２条 運営委員会は、オープンアクセスリポジトリ推進協会（以下「協会」という。）の円滑

な運営のため、会則第４条に定める事業を企画・立案し、実施することを目的とする。 
 

（委員） 
第３条 運営委員会は、協会会員である施設等の職員１５名以内により組織する。 
２ 運営委員会の委員は、会則第１０条の総会（以下「総会」という。）において決し、会則第６

条第４項の者が委嘱する。 
３ 総会で必要と認められた場合、協会会員である施設等の職員以外の者を委員とすることがで

きる。なお、この場合の委員も第１項に定める定員に含むものとする。 
 

（委員の任期） 
第４条 委員の任期は１年とし、期間は４月１日から翌年３月３１日までとする。ただし、再任

を妨げない。 
 
（委員長） 

第５条 運営委員会に委員長を置く。 
２ 委員長は委員の互選により選出する。なお、再任を妨げない。 
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。 
 
（作業部会） 

第６条 運営委員会は、必要に応じて作業部会を設置することができる。 
２ 作業部会は次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 運営委員会の委員 
二 前号に該当しない協会会員である施設等の職員 
三 その他、運営委員会で必要と認められた者 

３ 作業部会に主査を置く。主査は、前項第１号の委員のうちの一をもって充てる。 
４ 主査及び作業部会員は、委員長が委嘱する。 
５ 作業部会員の任期は１年とし、期間は４月１日から翌年３月３１日までとする。ただし、再

任を妨げない。 
６ 作業部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 
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（庶務） 

第７条 運営委員会の庶務は、協会の事務局において処理する。 
 
（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 
 

附 則 
この規程は、平成 28 年 7 月 27 日から施行する。 

 
附 則 

 第３条の規定に関わらず、当面は大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議の下

に設置された機関リポジトリ推進委員会をもって運営委員会に代える。 
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オープンアクセスリポジトリ推進協会会費規程 
平成 28 年 7 月 27 日 
制 定 

 
（総則） 

第１条 オープンアクセスリポジトリ推進協会（以下、「協会」という。）の会則第１６条

に基づき、協会の会費に関して必要な事項を定めるものとする。 
 
（会費の区分） 

第２条 協会の会費は、以下の各号に掲げる区分で構成する。 
一 基本会費 
二 JAIRO Cloud 利用料金 

 
（基本会費） 

第３条 第２条第１号の基本会費は、別紙１の表１「基本会費」のとおりとする。 
２ 協会は、支払済みの会費を返還しない。 
 
（JAIRO Cloud 利用料金） 

第４条 第２条第２号の JAIRO Cloud 利用料金は、別紙２の表２「JAIRO Cloud 利用料

金」のとおりとする。  
２ JAIRO Cloud サービスの利用を希望する機関は、前条で定める基本会費に加え、前項

で定める JAIRO Cloud 利用料金を支払うものとする。 
３ 協会は、支払済みの JAIRO Cloud 利用料金を返還しない。 
 
（基本会費の納入） 

第５条 会員は、毎年、協会の事務局が指定する期日までに基本会費全額を納入するもの

とする。 
２ 基本会費の分納は、認めないものとする。 
３ 基本会費は、協会の事務局が指定する金融機関に振り込むものとする。 
４ 年度の途中から入会した場合は、原則として、入会が承認された翌月の末日までに、

年額を納入するものとする。  
 

（JAIRO Cloud 利用料金の納入）  
第６条 JAIRO Cloud を利用する会員は、利用開始後、および、継続の場合は毎年、協会

の事務局が指定する期日までに当該年度（４月１日から翌年３月３１日までをいう。）

の JAIRO Cloud 利用料金の全額を納入するものとする。 
２ JAIRO Cloud 利用料金の分納は、認めないものとする。 

参考 No.3 
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３ JAIRO Cloud 利用料金は、協会の事務局が指定する金融機関に振り込むものとする。 
４ 年度の途中から利用を開始した場合は、原則として、利用が承認された翌月の末日ま

でに納入するものとする。  
 
（支援金） 

第７条 会員及び会員以外の個人または団体が会費以外の負担（「支援金」という。）を希

望する場合は、運営委員会の承認を受けるものとする。 
２ 運営委員会委員長は、前項の事実が発生した場合には総会において報告を行うものと

する。 
 
（会費の管理） 

第８条 会費および支援金の管理は、協会の事務局を置く国立情報学研究所において行

う。 
 

附 則 
この規程は、平成 28 年 7 月 27 日から施行する。 
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別紙１ 
１．第２条第１号の基本会費は、次の表１のとおりとする。  
 

表１ 基本会費 
 

区分 構成員数 会費額（年額） 
Ａ    0 ～    600 人 20,000 円 
Ｂ  601 ～ 1,100 人 40,000 円 
Ｃ 1,101 人～ 60,000 円 

 
1）本表における「構成員数」とは、当該の利用機関に所属する「常勤の教員及び研究

者」の人数とする。 
2）常勤の教員及び研究者を置かない機関にあっては、区分Ａの会費を適用する。  
3）年度（４月１日から翌年３月３１日までをいう。）途中で入会した場合も、年額の全

額を基本会費とする。 
4）次年度以降、引き続き会員資格を継続利用する場合は、当該年度ごとに年額の基本

会費を支払うものとする。  
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別紙２ 
１．第２条第２号の JAIRO Cloud 利用料金は、次の表２のとおりとする。  
 

表２ JAIRO Cloud 利用料金 
   

区分 構成員数 
JAIRO Cloud 

利用料金（税抜き・年額） 
１     0 ～  100 人   40,000 円  
２   101 ～  200 人   80,000 円  
３   201 ～  300 人   120,000 円 
４   301 ～  400 人 160,000 円 
５   401 ～  500 人 200,000 円 
６   501 ～  600 人 240,000 円 
７   601 ～  700 人 280,000 円 
８   701 ～  800 人 320,000 円 
９   801 ～  900 人 360,000 円 
１０   901 ～  1,000 人 400,000 円 
１１ 1,001 ～  1,100 人 440,000 円 
１２ 1,101 ～  1,200 人 480,000 円 
１３ 1,201 ～ 1,300 人 520,000 円 
１４ 1,301 ～ 1,400 人 560,000 円 
１５ 1,401 ～ 1,500 人 600,000 円 
１６ 1,501 人～ 640,000 円 

 
 
1）本表における「構成員数」とは、当該の利用機関に所属する「常勤の教員及び研究

者」の人数とする。 
2）常勤の教員及び研究者を置かない機関にあっては、区分１の利用料金を適用する。  
3）年度（４月１日から翌年３月３１日までをいう。）途中で利用開始となる場合には、

利用開始月の翌四半期から当該年度末までの四半期ごとに上記の料金の４分の１を乗

ずる額の合計額を年間定額料金とする。１円未満の端数が生じる場合は、これを切り

捨てる。 
4）次年度以降、引き続き本サービスを継続利用する場合は、当該年度ごとに年額の利

用料金を支払うものとする。  
5) 国立情報学研究所は、本料金表の額に、消費税を加えた額を請求する。 



オープンアクセスリポジトリ推進協会⼊会状況（2017年2⽉2⽇現在）

構成員数 機関数
基本会費
⾮課税

基本会費
（機関数*⾦額）

JAIRO Cloud
利⽤機関数

JAIRO Cloud利⽤
料⾦（税込み）

機関数*JAIRO Cloud利⽤
料⾦（税込み）

[参考:1機関あたりの⾦
額]基本会費 +
JAIRO Cloud利⽤料⾦
（税込）

基本会費+
JAIRO Cloud利⽤料
⾦（税込み）

0〜100⼈ 185 20,000 3,700,000 178 43,200 7,689,600 63,200 11,389,600
101〜200⼈ 114 20,000 2,280,000 104 86,400 8,985,600 106,400 11,265,600
201〜300⼈ 43 20,000 860,000 33 129,600 4,276,800 149,600 5,136,800
301〜400⼈ 25 20,000 500,000 19 172,800 3,283,200 192,800 3,783,200
401〜500⼈ 3 20,000 60,000 3 216,000 648,000 236,000 708,000
501〜600⼈ 7 20,000 140,000 5 259,200 1,296,000 279,200 1,436,000
601〜700⼈ 7 40,000 280,000 5 302,400 1,512,000 342,400 1,792,000
701〜800⼈ 9 40,000 360,000 3 345,600 1,036,800 385,600 1,396,800
801〜900⼈ 6 40,000 240,000 2 388,800 777,600 428,800 1,017,600
901〜1,000⼈ 2 40,000 80,000 1 432,000 432,000 472,000 512,000
1,001〜1,100⼈ 5 40,000 200,000 2 475,200 950,400 515,200 1,150,400
1,101〜1,200⼈ 4 60,000 240,000 2 518,400 1,036,800 578,400 1,276,800
1,201〜1,300⼈ 3 60,000 180,000 1 561,600 561,600 621,600 741,600
1,301〜1,400⼈ 2 60,000 120,000 0 604,800 0 664,800 120,000
1,401〜1,500⼈ 2 60,000 120,000 2 648,000 1,296,000 708,000 1,416,000
1,501⼈〜 11 60,000 660,000 6 691,200 4,147,200 751,200 4,807,200
合計 428 10,020,000 366 37,929,600 47,949,600

税込み 当初の想定収⼊ 受付済み収⼊
当初の予定との
差額

基本会費 11,060,000 10,020,000 -1,040,000
JAIRO Cloud 利
⽤料⾦(税込)

28,000,000 37,929,600 9,929,600

合計 39,060,000 47,949,600 8,889,600

参考No.4



他
JAIRO Cloud

基本種別 【その他】詳細 利⽤状況
JPCOAR-001 私⽴⼤学 清泉⼥⼦⼤学附属図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-002 私⽴⼤学 ⼤阪樟蔭⼥⼦⼤学図書館 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-003 私⽴⼤学 城⻄国際⼤学⽔⽥記念図書館 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-004 私⽴⼤学 国⽴⾳楽⼤学附属図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-005 私⽴⼤学 九州共⽴⼤学附属図書館 利⽤ 40_福岡県
JPCOAR-006 私⽴⼤学 共栄⼤学図書館 利⽤ 11_埼⽟県
JPCOAR-007 私⽴⼤学 京都学園⼤学 利⽤ 26_京都府
JPCOAR-008 私⽴⼤学 桐蔭横浜⼤学 利⽤ 14_神奈川県
JPCOAR-009 私⽴⼤学 獨協医科⼤学図書館 利⽤ 09_栃⽊県
JPCOAR-010 私⽴⼤学 ⼋⼾学院⼤学・⼋⼾学院短期⼤学図書館 利⽤ 02_⻘森県
JPCOAR-011 私⽴⼤学 千葉経済⼤学 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-012 私⽴⼤学 東京情報⼤学 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-013 私⽴⼤学 武庫川⼥⼦⼤学附属図書館 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-014 私⽴⼤学 福岡⼤学図書館 利⽤ 40_福岡県
JPCOAR-015 私⽴⼤学 藤⼥⼦⼤学図書館 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-016 私⽴⼤学 東京電機⼤学総合メディアセンター 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-017 その他 研究機関 公益財団法⼈アジア成⻑研究所 利⽤ 40_福岡県
JPCOAR-018 国⽴⼤学 名古屋⼯業⼤学附属図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-019 私⽴⼤学 野⼜学園 函館⼤学 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-020 私⽴⼤学 麗澤⼤学図書館 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-021 私⽴⼤学 帝京科学⼤学附属図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-022 私⽴⼤学 松本⻭科⼤学図書館 利⽤ 20_⻑野県
JPCOAR-023 私⽴⼤学 愛知淑徳⼤学図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-024 私⽴⼤学 ⼤⼿前⼤学・⼤⼿前短期⼤学図書館 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-025 私⽴⼤学 東洋⼤学附属図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-026 私⽴⼤学 昭和薬科⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-027 私⽴⼤学 神⼾親和⼥⼦⼤学附属図書館 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-028 私⽴⼤学 東北学院⼤学図書館 利⽤ 04_宮城県
JPCOAR-029 公⽴⼤学 ⾼知県⽴⼤学総合情報センター 利⽤ 39_⾼知県
JPCOAR-030 私⽴⼤学 京都光華⼥⼦⼤学図書館 利⽤ 26_京都府
JPCOAR-031 公⽴⼤学 公⽴⼤学法⼈ 北九州市⽴⼤学 利⽤ 40_福岡県
JPCOAR-032 公⽴⼤学 富⼭⼤学附属図書館 利⽤ 16_富⼭県
JPCOAR-033 私⽴⼤学 就実⼤学・就実短期⼤学図書館 33_岡⼭県
JPCOAR-034 私⽴⼤学 武蔵野⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-035 私⽴⼤学 植草学園⼤学・植草学園短期⼤学図書館 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-036 私⽴⼤学 聖⼼⼥⼦⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-037 ⼤学共同利⽤機関 ⼈間⽂化研究機構 総合地球環境学研究所 利⽤ 26_京都府
JPCOAR-038 私⽴⼤学 成蹊⼤学図書館 13_東京都
JPCOAR-039 私⽴⼤学 北海道科学⼤学図書館 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-040 私⽴⼤学 愛知⼤学図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-041 私⽴⼤学 中京⼤学図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-042 私⽴⼤学 天使⼤学 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-043 私⽴⼤学 福岡⻭科⼤学 情報図書館 利⽤ 40_福岡県
JPCOAR-044 私⽴⼤学 第⼀⼯業⼤学附属図書館 利⽤ 46_⿅児島県
JPCOAR-045 私⽴⼤学 公⽴⼤学法⼈宮城⼤学 利⽤ 04_宮城県
JPCOAR-046 私⽴⼤学 九州⼥⼦⼤学・九州⼥⼦短期⼤学附属図書館 利⽤ 40_福岡県
JPCOAR-047 公⽴⼤学 三重県⽴看護⼤学附属図書館 利⽤ 24_三重県
JPCOAR-048 私⽴⼤学 関⻄国際⼤学 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-049 私⽴⼤学 ⻑崎国際⼤学図書館 利⽤ 42_⻑崎県
JPCOAR-050 私⽴⼤学 ものつくり⼤学 利⽤ 11_埼⽟県
JPCOAR-051 私⽴⼤学 ⽴教⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-052 私⽴⼤学 札幌医科⼤学附属総合情報センター 01_北海道
JPCOAR-053 国⽴⼤学 ⼀橋⼤学附属図書館 13_東京都
JPCOAR-054 私⽴⼤学 関⻄外国語⼤学図書館学術情報センター 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-055 公⽴⼤学 横浜市⽴⼤学学術情報センター 利⽤ 14_神奈川県
JPCOAR-056 私⽴⼤学 ⽩梅学園⼤学・短期⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-057 私⽴⼤学 フェリス⼥学院⼤学附属図書館 利⽤ 14_神奈川県
JPCOAR-058 私⽴⼤学 聖カタリナ⼤学 附属図書館 38_愛媛県
JPCOAR-059 私⽴⼤学 北海道⽂教⼤学鶴岡記念図書館 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-060 私⽴⼤学 恵泉⼥学園⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-061 私⽴⼤学 東京⾳楽⼤学付属図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-062 私⽴⼤学 ⼤阪電気通信⼤学図書館 利⽤ 27_⼤阪府

都道府県
会員機関番号

機関詳細 基本情報
種別

機関名（和⽂）



他
JAIRO Cloud

基本種別 【その他】詳細 利⽤状況
都道府県

会員機関番号
機関詳細 基本情報

種別
機関名（和⽂）

JPCOAR-063 私⽴⼤学 関⻄学院⼤学 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-064 私⽴⼤学 四天王寺⼤学 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-065 国⽴⼤学 東北⼤学附属図書館 利⽤ 04_宮城県
JPCOAR-066 公⽴⼤学 ⾹川県⽴保健医療⼤学図書館 37_⾹川県
JPCOAR-067 私⽴⼤学 椙⼭⼥学園⼤学図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-068 私⽴⼤学 ⻑崎総合科学⼤学附属図書館 利⽤ 42_⻑崎県
JPCOAR-069 私⽴⼤学 東京⼯芸⼤学 利⽤ 14_神奈川県
JPCOAR-070 私⽴⼤学 ⼤阪薬科⼤学図書館 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-071 私⽴⼤学 川崎医療福祉⼤学附属図書館 利⽤ 33_岡⼭県
JPCOAR-072 公⽴⼤学 静岡県⽴⼤学附属図書館 利⽤ 22_静岡県
JPCOAR-073 国⽴⼤学 九州⼯業⼤学附属図書館 利⽤ 40_福岡県
JPCOAR-074 私⽴⼤学 熊本学園⼤学付属図書館 利⽤ 43_熊本県
JPCOAR-075 私⽴⼤学 名古屋産業⼤学・名古屋経営短期⼤学図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-076 短期⼤学 川崎市⽴看護短期⼤学 利⽤ 14_神奈川県
JPCOAR-077 私⽴⼤学 関⻄福祉⼤学 図書館 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-078 国⽴⼤学 北海道⼤学附属図書館 01_北海道
JPCOAR-079 公⽴⼤学 ⼤阪府⽴⼤学学術情報センター 27_⼤阪府
JPCOAR-080 私⽴⼤学 川崎医科⼤学附属図書館 利⽤ 33_岡⼭県
JPCOAR-081 短期⼤学 ⽻陽学園短期⼤学附属図書館 利⽤ 06_⼭形県
JPCOAR-082 私⽴⼤学 湘南⼯科⼤学附属図書館 利⽤ 14_神奈川県
JPCOAR-083 短期⼤学 飯⽥⼥⼦短期⼤学 利⽤ 20_⻑野県
JPCOAR-084 私⽴⼤学 東北⼯業⼤学附属図書館 利⽤ 04_宮城県
JPCOAR-085 私⽴⼤学 神⼾松蔭⼥⼦学院⼤学図書館 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-086 公⽴⼤学 名古屋市⽴⼤学総合情報センター 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-087 公⽴⼤学 宮崎公⽴⼤学附属図書館 利⽤ 45_宮崎県
JPCOAR-088 公⽴⼤学 愛知県⽴⼤学学術研究情報センター 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-089 公⽴⼤学 宮崎県⽴看護⼤学 利⽤ 45_宮崎県
JPCOAR-090 ⼤学共同利⽤機関 国⽴情報学研究所 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-091 ⼤学共同利⽤機関 ⼈間⽂化研究機構国⽴⺠族学博物館 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-092 国⽴⼤学 東京農⼯⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-093 国⽴⼤学 横浜国⽴⼤学附属図書館 利⽤ 14_神奈川県
JPCOAR-094 ⾼等専⾨学校 佐世保⼯業⾼等専⾨学校 利⽤ 42_⻑崎県
JPCOAR-095 公⽴⼤学 奈良県⽴⼤学附属図書館 利⽤ 29_奈良県
JPCOAR-096 ⼤学共同利⽤機関 秋⽥⼤学附属図書館 利⽤ 05_秋⽥県
JPCOAR-097 国⽴⼤学 ⿃取⼤学附属図書館 31_⿃取県
JPCOAR-098 公⽴⼤学 神⼾市外国語⼤学 学術情報センター 図書館 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-099 公⽴⼤学 名寄市⽴⼤学図書館 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-100 私⽴⼤学 岡⼭理科⼤学図書館 利⽤ 33_岡⼭県
JPCOAR-101 私⽴⼤学 江⼾川⼤学総合情報図書館 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-102 私⽴⼤学 東北医科薬科⼤学附属図書館 利⽤ 04_宮城県
JPCOAR-103 私⽴⼤学 北陸学院⼤学ヘッセル記念図書館 利⽤ 17_⽯川県
JPCOAR-104 私⽴⼤学 同志社⼥⼦⼤学図書館 利⽤ 26_京都府
JPCOAR-105 私⽴⼤学 桃⼭学院⼤学付属図書館 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-106 私⽴⼤学 東北福祉⼤学図書館 利⽤ 04_宮城県
JPCOAR-107 私⽴⼤学 桜花学園⼤学図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-108 国⽴⼤学 東京海洋⼤学附属図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-109 私⽴⼤学 神⼾⼥学院⼤学図書館 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-110 国⽴⼤学 ⾦沢⼤学附属図書館 17_⽯川県
JPCOAR-111 国⽴⼤学 東京⼯業⼤学附属図書館 13_東京都
JPCOAR-112 私⽴⼤学 多摩美術⼤学 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-113 私⽴⼤学 ⼤阪国際⼤学・⼤阪国際⼤学短期⼤学部 図書館 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-114 国⽴⼤学 ⼩樽商科⼤学附属図書館 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-115 私⽴⼤学 北陸⼤学図書館 利⽤ 17_⽯川県
JPCOAR-116 私⽴⼤学 千葉⼯業⼤学 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-117 短期⼤学 ソニー学園 湘北短期⼤学 図書館 利⽤ 14_神奈川県
JPCOAR-118 公⽴⼤学 ⻘森公⽴⼤学図書館 利⽤ 02_⻘森県
JPCOAR-119 公⽴⼤学 ⾼崎経済⼤学図書館 利⽤ 10_群⾺県
JPCOAR-120 公⽴⼤学 岡⼭県⽴⼤学附属図書館 利⽤ 33_岡⼭県
JPCOAR-121 公⽴⼤学 聖泉⼤学図書館 利⽤ 25_滋賀県
JPCOAR-122 公⽴⼤学 ⻑野県看護⼤学付属図書館 利⽤ 20_⻑野県
JPCOAR-123 国⽴⼤学 愛知教育⼤学附属図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-124 国⽴⼤学 ⼭⼝⼤学図書館 35_⼭⼝県
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JPCOAR-125 私⽴⼤学 神⼾医療福祉⼤学図書館 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-126 国⽴⼤学 熊本⼤学附属図書館 43_熊本県
JPCOAR-127 私⽴⼤学 ⿇布⼤学附属学術情報センター 利⽤ 14_神奈川県
JPCOAR-128 公⽴⼤学 秋⽥公⽴美術⼤学附属図書館 利⽤ 05_秋⽥県

JPCOAR-129 その他
独⽴⾏政法⼈研
究所図書館

独⽴⾏政法⼈ 国際協⼒機構 図書館 利⽤ 13_東京都

JPCOAR-130 短期⼤学 ⼤阪信愛⼥学院短期⼤学 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-131 公⽴⼤学 静岡⽂化芸術⼤学 図書館・情報センター 利⽤ 22_静岡県
JPCOAR-132 国⽴⼤学 三重⼤学附属図書館 利⽤ 24_三重県
JPCOAR-133 ⼤学共同利⽤機関 ⼤学共同利⽤機関法⼈ ⼈間⽂化研究機構 13_東京都
JPCOAR-134 私⽴⼤学 東京理科⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-135 私⽴⼤学 洗⾜学園⾳楽⼤学附属図書館 利⽤ 14_神奈川県
JPCOAR-136 私⽴⼤学 横浜商科⼤学図書館 利⽤ 14_神奈川県
JPCOAR-137 短期⼤学 川崎医療短期⼤学附属図書館 利⽤ 33_岡⼭県
JPCOAR-138 私⽴⼤学 帝塚⼭⼤学図書館 利⽤ 29_奈良県
JPCOAR-139 国⽴⼤学 九州⼤学附属図書館 40_福岡県
JPCOAR-140 短期⼤学 武蔵丘短期⼤学 利⽤ 11_埼⽟県
JPCOAR-141 私⽴⼤学 安⽥⼥⼦⼤学図書館 利⽤ 34_広島県
JPCOAR-142 私⽴⼤学 早稲⽥⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-143 私⽴⼤学 九州看護福祉⼤学附属図書館 利⽤ 43_熊本県
JPCOAR-144 私⽴⼤学 京都橘⼤学図書館 利⽤ 26_京都府
JPCOAR-145 国⽴⼤学 帯広畜産⼤学附属図書館 01_北海道
JPCOAR-146 私⽴⼤学 園⽥学園⼥⼦⼤学図書館 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-147 私⽴⼤学 岩⼿医科⼤学附属図書館 利⽤ 03_岩⼿県
JPCOAR-148 私⽴⼤学 岡崎⼥⼦⼤学・短期⼤学図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-149 私⽴⼤学 岐⾩⼥⼦⼤学図書館 利⽤ 21_岐⾩県
JPCOAR-150 私⽴⼤学 第⼀薬科⼤学図書館 利⽤ 40_福岡県
JPCOAR-151 国⽴⼤学 国⽴⼤学法⼈豊橋技術科学⼤学 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-152 私⽴⼤学 駿河台⼤学メディアセンター 利⽤ 11_埼⽟県
JPCOAR-153 私⽴⼤学 ⽥園調布学園⼤学図書館 利⽤ 14_神奈川県
JPCOAR-154 公⽴⼤学 富⼭県⽴⼤学附属図書館 利⽤ 16_富⼭県
JPCOAR-155 国⽴⼤学 国⽴⼤学法⼈ 宮城教育⼤学附属図書館 利⽤ 04_宮城県
JPCOAR-156 国⽴⼤学 筑波⼤学附属図書館 利⽤ 08_茨城県
JPCOAR-157 国⽴⼤学 北⾒⼯業⼤学図書館 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-158 私⽴⼤学 常磐⼤学情報メディアセンター 利⽤ 08_茨城県
JPCOAR-159 私⽴⼤学 ⽇本福祉⼤学付属図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-160 私⽴⼤学 川村学園⼥⼦⼤学 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-161 私⽴⼤学 明治⼤学図書館 13_東京都
JPCOAR-162 国⽴⼤学 千葉⼤学附属図書館 12_千葉県
JPCOAR-163 私⽴⼤学 諏訪東京理科⼤学図書館 利⽤ 20_⻑野県
JPCOAR-164 短期⼤学 ⿅児島県⽴短期⼤学附属図書館 利⽤ 46_⿅児島県
JPCOAR-165 私⽴⼤学 郡⼭⼥⼦⼤学図書館 利⽤ 07_福島県
JPCOAR-166 私⽴⼤学 ⼤阪⼤⾕⼤学図書館 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-167 ⾼等専⾨学校 独⽴⾏政法⼈国⽴⾼等専⾨学校機構 ⻑野⼯業⾼等専⾨学校 利⽤ 20_⻑野県
JPCOAR-168 私⽴⼤学 鈴⿅医療科学⼤学附属図書館 利⽤ 24_三重県
JPCOAR-169 国⽴⼤学 静岡⼤学附属図書館 22_静岡県
JPCOAR-170 私⽴⼤学 嘉悦⼤学 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-171 私⽴⼤学 ⼤阪⼯業⼤学図書館 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-172 国⽴⼤学 徳島⼤学附属図書館 36_徳島県
JPCOAR-173 私⽴⼤学 摂南⼤学図書館 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-174 私⽴⼤学 了德寺⼤学 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-175 私⽴⼤学 尚美学園⼤学メディアセンター 利⽤ 11_埼⽟県
JPCOAR-176 国⽴⼤学 滋賀医科⼤学附属図書館 利⽤ 25_滋賀県
JPCOAR-177 私⽴⼤学 ⼤正⼤学附属図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-178 私⽴⼤学 旭川⼤学図書館 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-179 私⽴⼤学 京都産業⼤学 利⽤ 26_京都府
JPCOAR-180 私⽴⼤学 札幌学院⼤学図書館 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-181 私⽴⼤学 ⽇本獣医⽣命科学⼤学 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-182 公⽴⼤学 神奈川県⽴保健福祉⼤学附属図書館 利⽤ 14_神奈川県
JPCOAR-183 私⽴⼤学 国際仏教学⼤学院⼤学附属図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-184 私⽴⼤学 北星学園⼤学図書館 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-185 私⽴⼤学 こども教育宝仙ダイガク 利⽤ 13_東京都
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JPCOAR-186 私⽴⼤学 東京基督教⼤学図書館 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-187 私⽴⼤学 ⽟川⼤学教育学術情報図書館 13_東京都
JPCOAR-188 私⽴⼤学 ⽇本⾚⼗字豊⽥看護⼤学図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-189 私⽴⼤学 実践⼥⼦⼤学・実践⼥⼦⼤学短期⼤学部図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-190 短期⼤学 富⼭短期⼤学 利⽤ 16_富⼭県
JPCOAR-191 私⽴⼤学 朝⽇⼤学図書館 利⽤ 21_岐⾩県
JPCOAR-192 私⽴⼤学 四條畷学園⼤学・短期⼤学 北条図書館 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-193 短期⼤学 ⼤分県⽴芸術⽂化短期⼤学附属図書館 利⽤ 44_⼤分県
JPCOAR-194 私⽴⼤学 四国⼤学附属図書館 利⽤ 36_徳島県
JPCOAR-195 短期⼤学 佐野短期⼤学 利⽤ 09_栃⽊県
JPCOAR-196 私⽴⼤学 ⽇本⾚⼗字九州国際看護⼤学図書館 利⽤ 40_福岡県
JPCOAR-197 私⽴⼤学 亜細亜⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-198 私⽴⼤学 志學館⼤学図書館 利⽤ 46_⿅児島県
JPCOAR-199 国⽴⼤学 京都⼤学附属図書館 26_京都府
JPCOAR-200 公⽴⼤学 京都市⽴芸術⼤学附属図書館 利⽤ 26_京都府
JPCOAR-201 国⽴⼤学 電気通信⼤学附属図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-202 私⽴⼤学 鈴⿅⼤学附属図書館 利⽤ 24_三重県
JPCOAR-203 私⽴⼤学 東海学園⼤学図書館 23_愛知県
JPCOAR-204 私⽴⼤学 九州情報⼤学 利⽤ 40_福岡県
JPCOAR-205 私⽴⼤学 中央学院⼤学図書館 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-206 私⽴⼤学 阪南⼤学図書館 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-207 その他 特別な学校法⼈ 放送⼤学附属図書館 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-208 私⽴⼤学 鎌倉⼥⼦⼤学図書館 利⽤ 14_神奈川県
JPCOAR-209 公⽴⼤学 札幌市⽴⼤学 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-210 その他 専⾨学校 ⾼知リハビリテーション学院 利⽤ 39_⾼知県
JPCOAR-211 私⽴⼤学 ⽩鷗⼤学総合図書館 利⽤ 09_栃⽊県
JPCOAR-212 私⽴⼤学 埼⽟学園⼤学・川⼝短期⼤学情報メディアセンター 利⽤ 11_埼⽟県
JPCOAR-213 私⽴⼤学 奈良学園⼤学図書館 利⽤ 29_奈良県
JPCOAR-214 私⽴⼤学 ⻑崎外国語⼤学教育研究メディアセンター 利⽤ 42_⻑崎県
JPCOAR-215 私⽴⼤学 花園⼤学情報センター（図書館） 利⽤ 26_京都府
JPCOAR-216 私⽴⼤学 創価⼤学 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-217 国⽴⼤学 滋賀⼤学附属図書館 25_滋賀県
JPCOAR-218 ⼤学共同利⽤機関 ⼤学共同利⽤機関法⼈ ⾃然科学研究機構 核融合科学研究所 利⽤ 21_岐⾩県
JPCOAR-219 私⽴⼤学 愛知みずほ⼤学 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-220 私⽴⼤学 神⼾薬科⼤学図書館 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-221 私⽴⼤学 千葉商科⼤学付属図書館 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-222 私⽴⼤学 広島修道⼤学図書館 利⽤ 34_広島県
JPCOAR-223 国⽴⼤学 ⾼知⼤学学術情報基盤図書館 39_⾼知県
JPCOAR-224 私⽴⼤学 国際基督教⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-225 私⽴⼤学 ⼗⽂字学園⼥⼦⼤学図書館 利⽤ 11_埼⽟県
JPCOAR-226 私⽴⼤学 ⼆松学舎⼤学附属図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-227 公⽴⼤学 秋⽥県⽴⼤学 図書・情報センター 利⽤ 05_秋⽥県
JPCOAR-228 ⼤学共同利⽤機関 国⽴歴史⺠俗博物館 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-229 私⽴⼤学 南⼭⼤学図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-230 私⽴⼤学 名古屋⼥⼦⼤学学術情報センター 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-231 私⽴⼤学 国際⼤学 松下図書・ジョウホウセンター 利⽤ 15_新潟県
JPCOAR-232 私⽴⼤学 東京有明医療⼤学 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-233 国⽴⼤学 福島⼤学附属図書館 07_福島県
JPCOAR-234 ⼤学共同利⽤機関 情報・システム研究機構国⽴極地研究所 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-235 私⽴⼤学 札幌⼤学図書館 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-236 国⽴⼤学 琉球⼤学附属図書館 47_沖縄県
JPCOAR-237 公⽴⼤学 公⽴⼤学法⼈ 会津⼤学 情報センター附属図書館 利⽤ 07_福島県
JPCOAR-238 国⽴⼤学 東京学芸⼤学附属図書館 13_東京都
JPCOAR-239 私⽴⼤学 神⼾芸術⼯科⼤学図書館 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-240 公⽴⼤学 公⽴⼤学法⼈ 兵庫県⽴⼤学 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-241 公⽴⼤学 新潟県⽴看護⼤学図書館 利⽤ 15_新潟県
JPCOAR-242 私⽴⼤学 九州保健福祉⼤学 附属図書館 利⽤ 45_宮崎県
JPCOAR-243 私⽴⼤学 千歳科学技術⼤学 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-244 私⽴⼤学 ⻘⼭学院⼤学図書館 13_東京都
JPCOAR-245 私⽴⼤学 盛岡⼤学図書館 利⽤ 03_岩⼿県
JPCOAR-246 私⽴⼤学 久留⽶⼤学附属図書館 40_福岡県
JPCOAR-247 短期⼤学 松本短期⼤学図書館 利⽤ 20_⻑野県
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JPCOAR-248 私⽴⼤学 神⼾常盤⼤学 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-249 公⽴⼤学 福岡県⽴⼤学附属図書館 利⽤ 40_福岡県
JPCOAR-250 私⽴⼤学 杉野服飾⼤学附属図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-251 短期⼤学 会津⼤学短期⼤学部 利⽤ 07_福島県
JPCOAR-252 私⽴⼤学 ⼋⼾⼯業⼤学図書館 利⽤ 02_⻘森県
JPCOAR-253 私⽴⼤学 流通経済⼤学図書館 利⽤ 08_茨城県
JPCOAR-254 国⽴⼤学 神⼾⼤学附属図書館 28_兵庫県
JPCOAR-255 私⽴⼤学 中京学院⼤学 利⽤ 21_岐⾩県
JPCOAR-256 国⽴⼤学 奈良先端科学技術⼤学院⼤学附属図書館 29_奈良県
JPCOAR-257 公⽴⼤学 公⽴⼤学法⼈岩⼿県⽴⼤学 利⽤ 03_岩⼿県
JPCOAR-258 公⽴⼤学 京都府公⽴⼤学法⼈京都府⽴医科⼤学附属図書館 利⽤ 26_京都府
JPCOAR-259 国⽴⼤学 政策研究⼤学院⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-260 ⼤学共同利⽤機関 ⼈間⽂化研究機構国際⽇本⽂化研究センター 利⽤ 26_京都府
JPCOAR-261 私⽴⼤学 ⽂教⼤学 利⽤ 11_埼⽟県
JPCOAR-262 私⽴⼤学 学習院⼤学図書館 13_東京都
JPCOAR-263 私⽴⼤学 浦和⼤学 利⽤ 11_埼⽟県
JPCOAR-264 私⽴⼤学 皇學館⼤学附属図書館 24_三重県
JPCOAR-265 国⽴⼤学 室蘭⼯業⼤学附属図書館 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-266 私⽴⼤学 星城⼤学図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-267 私⽴⼤学 ⼈間環境⼤学附属図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-268 私⽴⼤学 宮城学院⼥⼦⼤学 利⽤ 04_宮城県
JPCOAR-269 私⽴⼤学 兵庫医療⼤学附属図書館 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-270 私⽴⼤学 国際武道⼤学附属図書館 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-271 私⽴⼤学 国⼠舘⼤学 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-272 私⽴⼤学 和洋⼥⼦⼤学 メディアセンター 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-273 私⽴⼤学 流通科学⼤学 附属図書館 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-274 私⽴⼤学 敬愛⼤学・千葉敬愛短期⼤学メディアセンター 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-275 短期⼤学 信州豊南短期⼤学 利⽤ 20_⻑野県
JPCOAR-276 短期⼤学 ⻑野⼥⼦短期⼤学図書館 利⽤ 20_⻑野県
JPCOAR-277 私⽴⼤学 宮崎学園図書館（宮崎国際⼤学・宮崎学園短期⼤学） 利⽤ 45_宮崎県
JPCOAR-278 私⽴⼤学 作新学院⼤学・作新学院⼤学⼥⼦短期⼤学部 図書館 利⽤ 09_栃⽊県
JPCOAR-279 私⽴⼤学 豊橋創造⼤学附属図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-280 公⽴⼤学 ⽇本経済⼤学 図書館・情報センター 利⽤ 40_福岡県
JPCOAR-281 私⽴⼤学 ⾦城学院⼤学図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-282 私⽴⼤学 東京薬科⼤学 図書館・情報センター 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-283 私⽴⼤学 埼⽟医科⼤学附属図書館 利⽤ 11_埼⽟県
JPCOAR-284 私⽴⼤学 中央⼤学 13_東京都
JPCOAR-285 短期⼤学 上⽥⼥⼦短期⼤学 利⽤ 20_⻑野県
JPCOAR-286 私⽴⼤学 東⽇本国際⼤学昌平図書館 利⽤ 07_福島県
JPCOAR-287 国⽴⼤学 ⽇本⻭科⼤学⽣命⻭学部図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-288 その他 研究所 国⽴教育政策研究所 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-289 私⽴⼤学 芝浦⼯業⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-290 私⽴⼤学 ⼤阪産業⼤学綜合図書館 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-291 その他 美術館 国⽴⻄洋美術館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-292 国⽴⼤学 奈良教育⼤学図書館 利⽤ 29_奈良県
JPCOAR-293 公⽴⼤学 愛知県⽴芸術⼤学芸術情報センター図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-294 ⾼等専⾨学校 東京都⽴産業技術⾼等専⾨学校 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-295 私⽴⼤学 ⼤妻⼥⼦⼤学総合情報センター図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-296 私⽴⼤学 明海⼤学 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-297 私⽴⼤学 ⽇本体育⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-298 公⽴⼤学 広島市⽴⼤学附属図書館 34_広島県
JPCOAR-299 国⽴⼤学 信州⼤学 利⽤ 20_⻑野県
JPCOAR-300 私⽴⼤学 神奈川⻭科⼤学図書館 利⽤ 14_神奈川県
JPCOAR-301 私⽴⼤学 ⼤同⼤学図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-302 公⽴⼤学 ⼤阪市⽴⼤学 学術情報総合センター 27_⼤阪府
JPCOAR-303 私⽴⼤学 ⼤⾕⼤学図書館 利⽤ 26_京都府
JPCOAR-304 公⽴⼤学 岐⾩薬科⼤学附属図書館 利⽤ 21_岐⾩県
JPCOAR-305 公⽴⼤学 ⾼千穂⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-306 私⽴⼤学 関⻄看護医療⼤学 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-307 ⼤学共同利⽤機関 統計数理研究所 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-308 私⽴⼤学 東北⽂化学園⼤学総合情報センター図書館 利⽤ 04_宮城県
JPCOAR-309 ⼤学共同利⽤機関 ⼈間⽂化研究機構 国⽂学研究資料館 利⽤ 13_東京都
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JPCOAR-310 国⽴⼤学 愛媛⼤学図書館 38_愛媛県
JPCOAR-311 私⽴⼤学 東洋英和⼥学院⼤学図書館 利⽤ 14_神奈川県
JPCOAR-312 ⼤学共同利⽤機関 ⼤学共同利⽤機関法⼈ ⼈間⽂化研究機構国⽴国語研究所 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-313 私⽴⼤学 梅花⼥⼦⼤学 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-314 私⽴⼤学 東北公益⽂科⼤学 利⽤ 06_⼭形県
JPCOAR-315 その他 医療機関 ⽇本⾚⼗字社 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-316 国⽴⼤学 北陸先端科学技術⼤学院⼤学 17_⽯川県
JPCOAR-317 私⽴⼤学 倉敷芸術科学⼤学図書館 利⽤ 33_岡⼭県
JPCOAR-318 私⽴⼤学 多摩⼤学アクティブ・ラーニング⽀援センター図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-319 私⽴⼤学 跡⾒学園⼥⼦⼤学図書館 11_埼⽟県
JPCOAR-320 私⽴⼤学 昭和⼥⼦⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-321 私⽴⼤学 名古屋外国語⼤学・名古屋学芸⼤学図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-322 国⽴⼤学 宇都宮⼤学附属図書館 09_栃⽊県
JPCOAR-323 私⽴⼤学 淑徳⼤学附属図書館 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-324 公⽴⼤学 神⼾市看護⼤学 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-325 私⽴⼤学 ⽴正⼤学図書館 13_東京都
JPCOAR-326 私⽴⼤学 東京⼥⼦医科⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-327 私⽴⼤学 ⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学 利⽤ 05_秋⽥県
JPCOAR-328 その他 独⽴⾏政法⼈ 国⽴⼥性教育会館 利⽤ 11_埼⽟県
JPCOAR-329 私⽴⼤学 崇城⼤学図書館 利⽤ 43_熊本県
JPCOAR-330 短期⼤学 ⼾板⼥⼦短期⼤学図書館 13_東京都
JPCOAR-331 私⽴⼤学 関⻄福祉科学⼤学図書館 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-332 私⽴⼤学 松⼭⼤学図書館 利⽤ 38_愛媛県
JPCOAR-333 私⽴⼤学 和光⼤学附属梅根記念図書・情報館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-334 私⽴⼤学 美作⼤学図書館 利⽤ 33_岡⼭県
JPCOAR-335 国⽴⼤学 広島⼤学図書館 34_広島県
JPCOAR-336 公⽴⼤学 ⼭形県⽴保健医療⼤学 利⽤ 06_⼭形県
JPCOAR-337 私⽴⼤学 京都外国語⼤学付属図書館 利⽤ 26_京都府
JPCOAR-338 国⽴⼤学 総合研究⼤学院⼤学附属図書館 利⽤ 14_神奈川県
JPCOAR-339 私⽴⼤学 東洋学園⼤学図書館 13_東京都
JPCOAR-340 国⽴⼤学 東京藝術⼤学附属図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-341 公⽴⼤学 ⽯川県⽴看護⼤学附属図書館 利⽤ 17_⽯川県
JPCOAR-342 私⽴⼤学 ⽇本社会事業⼤学附属図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-343 私⽴⼤学 成城⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-344 国⽴⼤学 東京⼤学附属図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-345 私⽴⼤学 北翔⼤学図書館 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-346 私⽴⼤学 星薬科⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-347 私⽴⼤学 藤⽥学園医学・保健衛⽣学図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-348 私⽴⼤学 北海道医療⼤学総合図書館 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-349 私⽴⼤学 東京⼥⼦⼤学図書館 13_東京都
JPCOAR-350 短期⼤学 京都聖⺟⼥学院短期⼤学図書館 利⽤ 26_京都府
JPCOAR-351 私⽴⼤学 獨協⼤学図書館 利⽤ 11_埼⽟県
JPCOAR-352 私⽴⼤学 千⾥⾦蘭⼤学付属図書館 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-353 私⽴⼤学 聖隷クリストファー⼤学図書館 利⽤ 22_静岡県
JPCOAR-354 私⽴⼤学 ⻄南⼥学院⼤学 利⽤ 40_福岡県
JPCOAR-355 公⽴⼤学 京都府⽴⼤学附属図書館 利⽤ 26_京都府
JPCOAR-356 国⽴⼤学 お茶の⽔⼥⼦⼤学附属図書館 13_東京都
JPCOAR-357 私⽴⼤学 近畿⼤学中央図書館 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-358 私⽴⼤学 明星⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-359 公⽴⼤学 公⽴はこだて未来⼤学 情報ライブラリー 01_北海道
JPCOAR-360 私⽴⼤学 東京都市⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-361 私⽴⼤学 清泉⼥学院⼤学・短期⼤学図書館 利⽤ 20_⻑野県
JPCOAR-362 公⽴⼤学 福岡⼥⼦⼤学学術情報センター(図書館) 利⽤ 40_福岡県
JPCOAR-363 公⽴⼤学 公⽴⼤学法⼈島根県⽴⼤学 利⽤ 32_島根県
JPCOAR-364 その他 独⽴⾏政法⼈ 独⽴⾏政法⼈国際交流基⾦ 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-365 私⽴⼤学 吉備国際⼤学附属図書館 利⽤ 33_岡⼭県
JPCOAR-366 短期⼤学 ⼤阪千代⽥短期⼤学図書館 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-367 私⽴⼤学 ⿅児島純⼼⼥⼦⼤学附属図書館 利⽤ 46_⿅児島県
JPCOAR-368 私⽴⼤学 聖徳⼤学川並弘昭記念図書館 利⽤ 12_千葉県
JPCOAR-369 私⽴⼤学 ⼤阪商業⼤学 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-370 私⽴⼤学 ⼤阪学院⼤学図書館 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-371 私⽴⼤学 名古屋経済⼤学・名古屋経済⼤学短期⼤学部図書館 利⽤ 23_愛知県
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JPCOAR-372 私⽴⼤学 神⼾学院⼤学図書館 28_兵庫県
JPCOAR-373 私⽴⼤学 ⻑野⼤学附属図書館 利⽤ 20_⻑野県
JPCOAR-374 私⽴⼤学 ルーテル学院⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-375 私⽴⼤学 新潟⼤学附属図書館 15_新潟県
JPCOAR-376 私⽴⼤学 奥⽻⼤学図書館 利⽤ 07_福島県
JPCOAR-377 私⽴⼤学 北⾥⼤学図書館 14_神奈川県
JPCOAR-378 私⽴⼤学 九州国際⼤学図書館 利⽤ 40_福岡県
JPCOAR-379 私⽴⼤学 ノートルダム清⼼⼥⼦⼤学附属図書館 33_岡⼭県
JPCOAR-380 国⽴⼤学 弘前⼤学附属図書館 02_⻘森県
JPCOAR-381 私⽴⼤学 ⻄南学院⼤学図書館 40_福岡県
JPCOAR-382 その他 独⽴⾏政法⼈ 独⽴⾏政法⼈⼤学改⾰⽀援・学位授与機構 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-383 私⽴⼤学 九州産業⼤学図書館 40_福岡県
JPCOAR-384 国⽴⼤学 岩⼿⼤学図書館 利⽤ 03_岩⼿県
JPCOAR-385 私⽴⼤学 東京医科⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-386 私⽴⼤学 久留⽶⼯業⼤学学術情報センター 利⽤ 40_福岡県
JPCOAR-387 私⽴⼤学 津⽥塾⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-388 国⽴⼤学 ⼭形⼤学附属図書館 利⽤ 06_⼭形県
JPCOAR-389 私⽴⼤学 東京慈恵会医科⼤学学術情報センター 13_東京都
JPCOAR-390 私⽴⼤学 愛知学泉⼤学豊⽥図書館 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-391 ⼤学共同利⽤機関 ⾃然科学研究機構 国⽴天⽂台 天⽂情報センター 13_東京都
JPCOAR-392 私⽴⼤学 聖学院⼤学総合図書館 利⽤ 11_埼⽟県
JPCOAR-393 私⽴⼤学 同志社⼤学図書館 26_京都府
JPCOAR-394 公⽴⼤学 ⾦沢美術⼯芸⼤学附属図書館 利⽤ 17_⽯川県
JPCOAR-395 私⽴⼤学 慶應義塾⼤学メディアセンター（図書館） 13_東京都
JPCOAR-396 私⽴⼤学 稚内北星学園⼤学図書館 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-397 私⽴⼤学 ⼤阪総合保育⼤学・⼤阪城南⼥⼦短期⼤学附属図書館 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-398 私⽴⼤学 中部学院⼤学附属図書館 利⽤ 21_岐⾩県
JPCOAR-399 私⽴⼤学 岐⾩聖徳学園⼤学 利⽤ 21_岐⾩県
JPCOAR-400 私⽴⼤学 ⼤阪⻘⼭⼤学図書館 利⽤ 27_⼤阪府
JPCOAR-401 私⽴⼤学 神⼾海星⼥⼦学院⼤学図書館 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-402 私⽴⼤学 ⻑崎純⼼⼤学早坂記念図書館 利⽤ 42_⻑崎県
JPCOAR-403 私⽴⼤学 ⼭梨学院総合図書館 利⽤ 19_⼭梨県
JPCOAR-404 私⽴⼤学 甲南⼥⼦⼤学 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-405 短期⼤学 滋賀短期⼤学 利⽤ 25_滋賀県
JPCOAR-406 私⽴⼤学 新潟⻘陵⼤学・新潟⻘陵⼤学短期⼤学部図書館 15_新潟県
JPCOAR-407 私⽴⼤学 神⼾⼥⼦⼤学 利⽤ 28_兵庫県
JPCOAR-408 私⽴⼤学 佐久⼤学図書館 利⽤ 20_⻑野県
JPCOAR-409 私⽴⼤学 ⽇本⾚⼗字看護⼤学図書館 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-410 私⽴⼤学 名古屋学院⼤学 利⽤ 23_愛知県
JPCOAR-411 公⽴⼤学 ⼭形県⽴⽶沢栄養⼤学 利⽤ 06_⼭形県
JPCOAR-412 私⽴⼤学 鶴⾒⼤学図書館 14_神奈川県
JPCOAR-413 私⽴⼤学 札幌⼤⾕⼤学・札幌⼤⾕⼤学短期⼤学部図書館 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-414 私⽴⼤学 松本⼤学図書館 利⽤ 20_⻑野県
JPCOAR-415 短期⼤学 ⿅児島⼥⼦短期⼤学附属図書館 利⽤ 46_⿅児島県
JPCOAR-416 私⽴⼤学 京都⽂教⼤学図書館 利⽤ 26_京都府
JPCOAR-417 短期⼤学 埼⽟東萌短期⼤学 利⽤ 11_埼⽟県
JPCOAR-418 ⾼等専⾨学校 国⽴⾼等専⾨学校機構、熊本⾼等専⾨学校 利⽤ 43_熊本県
JPCOAR-419 国⽴⼤学 ⿅児島⼤学 利⽤ 46_⿅児島県
JPCOAR-420 私⽴⼤学 東北⽂教⼤学 利⽤ 06_⼭形県
JPCOAR-421 公⽴⼤学 ⾸都⼤学東京 利⽤ 13_東京都
JPCOAR-422 公⽴⼤学 公⽴⼤学法⼈ 新⾒公⽴⼤学 利⽤ 33_岡⼭県
JPCOAR-423 私⽴⼤学 東京家政⼤学図書館 13_東京都
JPCOAR-424 私⽴⼤学 いわき明星⼤学図書館 利⽤ 07_福島県
JPCOAR-425 私⽴⼤学 京都造形芸術⼤学 芸術⽂化情報センター 利⽤ 26_京都府
JPCOAR-426 短期⼤学 函館短期⼤学 利⽤ 01_北海道
JPCOAR-427 私⽴⼤学 星槎⼤学 利⽤ 14_神奈川県
JPCOAR-428 短期⼤学 ⿅児島純⼼⼥⼦短期⼤学図書館 利⽤ 46_⿅児島県
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