
平成 28年 2月 12日 

 

平成 27 年度研究集会「機関リポジトリの近未来」開催報告 

 

機関リポジトリ推進委員会 図書館総合展フォーラム担当 

 

１．開催概要 

 

研究集会「機関リポジトリの近未来：オープンアクセスからオープンサイエンスへ」を以下

のとおり開催した。プログラム及び内容の詳細については別紙１および２を参照のこと。 

 

日時：平成 27年 11月 11日（水）10:00～17:00 

場所：パシフィコ横浜（第 17回図書館総合展フォーラム） 

主催：機関リポジトリ推進委員会 共催：デジタルリポジトリ連合 

プログラム： 

 第 1部   オープンアクセス政策と大学図書館 

 第 2部   コミュニティの力 

 意見交換会 オープンサイエンスのために大学図書館は何ができるのか？ 

 第 3部   機関リポジトリの今、近未来のために 

 

２．全般について 

 

参加者数とアンケート結果の概要を下図に示す。詳細については別紙３を参照のこと。 

 

 

参加者数及びアンケート結果概要 

資料 No.4-1-2 



参加者数は、第 1部 192名、第 2部 152名、第 3部 142名、合計 296名（重複を除く）で

あり、昨年度の研究集会と比べて全体（合計）の参加者数が 20名多かった。（意見交換会は事

前の申込及び受付を不要としたため計数していない。）参加者の内訳は、大学・研究機関の図書

館職員が 82％、図書館職員以外の大学・研究機関関係者が 6％、その他が 12％であった。ま

た、参加者からの評価も「良かった」と「やや良かった」を合計すると 84％に上った。大学関

係者を中心に研究集会を成功裏に終えることができた。 

参加者数は第 1部がもっとも多く、オープンサイエンス政策についての関心の高さが見て取

れる。一方、参加者の満足度（良かった）は、第 3部が 75％ともっとも高く、他大学の機関リ

ポジトリの具体的な運用事例を聞きたいという期待に応えられたと考えられる。 

第 2部については次のような「あまり良くなかった」「良くなかった」との意見が見られた。 

・ 図書館総合展プログラムでは、フォーラムの内容がよくわかりませんでした。予想してい

た内容とはかけはなれたものだった 

・ 「オープンサイエンスへ！」というテーマに対して具体的なものが無かった。料金徴収の

説明会のような気がしました 

本委員会のウェブサイト、図書館総合展のウェブサイトおよびガイドブックでは内容紹介文を

掲載したが、文字数の制限から招待券には各部のタイトルと登壇者を掲載していた。タイトル

の付け方は、今後の課題と言える。 

研究集会全体に対する自由記述意見には、 

・ 最先端の情報共有の場であり、一般の図書館員にも理解しやすい内容も多くよかった 

・ オープンサイエンスの今後についてよく理解できました 

・ オープンサイエンスについて、大きな話から身近な話まで聞くことができてよかった 

・ 1日参加してお話を伺ったので、機関リポジトリのトレンドがよくわかった。第 3部は、

実務担当者レベルの話だったので特に参考になりました 

・ フォーラムは続けてほしい 

等の意見があった。機関リポジトリに関する最新情報を得る場として、また、機関リポジトリ

実務担当者の情報共有の場として、本研究集会が受け容れられていると評価できる。 

また、今後取り上げてほしいトピックには、「研究データの公開について」「リサーチデータ

の公開についての具体的事例」「JAIRO Cloud新協議会の今後について」「機関リポジトリの運

用事例」「研究者との連携について」などが挙げられた。今回取り上げたテーマ設定及び構成が

参加者のニーズに合致していたことを裏付けるものと考えられる。 

 

３．企画、広報及び運営について 

 

本研究集会の開催については平成 27年 7月 3日から図書館総合展担当者と委員長、各グル

ープ顧問委員、事務局で実施内容について検討を始め、8月初めに総合タイトルを決定し、8

月中旬に企画の概要をまとめた。第 1部は尾城委員、第 2部は山本委員、情報交換会は三角協

力員、第 3部は鈴木協力員が企画にあたることとし、第 3部のプログラム立案にあたっては



DRF企画ワーキンググループの多大な協力を得た。 

広報については、国公私立大学図書館協力委員会を通じて、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加盟館に通知したほか、本委員会ウェブサイト、

Facebookにて、随時、情報提供と参加の呼びかけを行った。 

当日は、機関リポジトリ推進委員会の図書館総合展フォーラム顧問委員の下、図書館総合展

フォーラム担当協力員（２名）と事務局（１名）を中心に、課題領域「オープンアクセス方針」

の３つの班の担当協力員、委員長、委員により運営を行った。各チーフには、共催であるDRF

でこれまで数多くのワークショップ、図書館総合展におけるワークショップに携わった協力員

があたり、経験を生かして円滑な集会運営に大きく寄与した。また、別課題の協力員もボラン

ティアスタッフとして加わった。実施体制の詳細は別紙４を参照のこと。 

 

４．まとめ 

 

第 1部「オープンアクセス政策と大学図書館」では、オープンサイエンスの世界情勢および

日本政府の方針、大学・研究機関の図書館への期待が講演された。特に、内閣府と文部科学省

から直接、話を聞く機会を得たことにより、日本の図書館におけるオープンサイエンスの必要

性の認識とオープンサイエンスに取り組む意欲を喚起できたと思われる。 

第 2部「コミュニティの力」では、機関リポジトリ新協議会（仮称）の構想について、新協

議会設立に向けた大きな流れは妥当なものと確認されたことが大きい。新協議会に関する疑問

や期待について会場とディスカッションし、新コミュニティの会員の条件や、共同リポジトリ

への配慮の必要性等、今後の検討課題も明らかになった。 

意見交換会「オープンサイエンスのために大学図書館は何ができるのか？」では、機関リポ

ジトリ推進委員会のオープンサイエンス班の活動内容・課題を紹介することができた。短時間

であったが会場との意見交換の中で、オープンサイエンスにはメタデータ付与がキーであり研

究者との連携が重要である、現場の図書館員の課題として捉えられるよう地域での対話・情報

共有の必要がある等の意見が出された。 

第 3部「機関リポジトリの今、近未来のために（事例報告）」では、①博士学位論文公開に

関する課題への取り組み、②機関リポジトリによる論文公開の義務化、③紀要論文の発信強化、

④構築から間もない大学の他部署・教員との連携、の 4つの事例報告を行った。機関リポジト

リ担当者にとって身近であり且つ各大学の課題に対する取り組みであったことから、後半の会

場との意見交換では質問が大変多くあり約半分しか回答できなかったほどであった。情報共有

を促進したと言える。 

なお、本研究集会の発表資料はすべて委員会ウェブサイト（https://ir-suishin.repo.nii.ac.jp/）

で公開している。 

機関リポジトリ構築運営への関心は、博士学位論文のインターネット公表の開始を機に、

JAIRO Cloud の成長などを背景として、より小規模な大学にも広がっており、JAIRO Cloud

やコミュニティへの期待の高まりとともに、研究集会のような情報共有と対話機会が求められ



ている。今回のような大規模なイベント開催のほか、場所と時期を調整しながら、中小規模で

の開催も検討していく必要がある。 

 

附属資料 

別紙１．研究集会プログラム及び開催告知ポスター 

別紙２．プログラム各部 内容要旨 

別紙３．アンケート結果 

別紙４．実施体制等（企画・運営スタッフ） 

 

  



機関リポジトリの近未来 

オープンアクセスからオープンサイエンスへ 

 

平成 27 年 11 月 11 日（水）パシフィコ横浜（図書館総合展フォーラム第 5 会場） 

主催：機関リポジトリ推進委員会，共催：デジタルリポジトリ連合 

 

第 1部 オープンアクセス政策と大学図書館（10:00～11:30） 

司会・進行：富田健市（北海道大学） 

(1)  Promoting Open Science in Japan／真子博（内閣府） 

(2)  学術情報の公開の推進について／渡邊和良（文部科学省） 

(3)  科学技術振興機構のオープンサイエンスへの取り組み／岡田啓一（科学技術振興機構） 

(4)  大学図書館のオープンサイエンスへの取り組み／尾城孝一（東京大学） 

(5)  質疑応答・全体討議 

 

第 2部 コミュニティの力（13:00～14:30） 

司会・進行：山本和雄（横浜国立大学），高橋菜奈子（国立情報学研究所） 

全体討議：パネリスト：富田健市（北海道大学），尾城孝一（東京大学）， 

杉田茂樹（千葉大学），細川聖二（国立情報学研究所），大園隼彦（岡山大学）， 

西薗由衣（鹿児島大学），林豊（九州大学），佐藤恵（東北学院大学） 

 

意見交換会 オープンサイエンスのために大学図書館は何ができるのか？（14:45～15:15） 

司会・進行：三角太郎（千葉大学），大園隼彦（岡山大学），西薗由依（鹿児島大学） 

（本意見交換会にはお申込みなしでどなたでも参加できます） 

 

第 3部 機関リポジトリの今，近未来のために（15:30～17:00） 

司会・進行：松本侑子（広島大学），三隅健一（北海道大学） 

(1)  北海道大学における博士論文電子公開の取組み／佐々木翼（北海道大学） 

(2)  京都大学オープンアクセス方針／鈴木秀樹（京都大学） 

(3)  広島大学における学内刊行物の発信強化／川村拓郎（広島大学） 

(4)  教員・学内他部署との連携・協働／佐藤恵（東北学院大学） 

(5)  質疑応答・全体討議 

 

御来場ありがとうございました。アンケートにご協力ください。 

  

別紙１ 



 



 

 



 

プログラム各部 内容要旨 

 

第 1 部 オープンアクセス政策と大学図書館 

 

委員長を座長とし、オープンアクセス政策のステークホルダーである内閣府、文部科学省な

らびに研究資金配分機関としての科学技術振興機構から各々の検討状況を報告いただくととも

に、同領域顧問委員から本委員会の取り組みについて紹介を行った。 

・ Promoting Open Science in Japan 真子博（内閣府） 

オープンサイエンスの意義と重要性について、RDA（Research Data Alliance）やEU 

Horizon2020 等の国際動向を交えつつ、「国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関

する検討会」の提言内容及びフォローアップ会議の審議状況が紹介された。 

・ 学術情報の公開の推進について 渡邊和良（文部科学省） 

学術情報委員会中間まとめの内容解説とともに、公的研究資金による論文の原則公開に

ついて第 5 期科学技術基本計画期間中に実行すること、論文のエビデンスとしての研究デ

ータの公開について議論を深めていく必要性があることなどが示された。 

・ 科学技術振興機構のオープンサイエンスへの取り組み 岡田啓一（科学技術振興機構） 

平成 25年 4月の「オープンアクセスに関する JSTの方針」が紹介され、実際のOA化

状況及び今後の取組方針が示された。また、平成 28年 3月に日本で開催されるRDA総会

（JST共催）への参加の呼びかけがあった。 

・ 大学図書館のオープンサイエンスへの取り組み 尾城孝一（委員・東京大学） 

各政策において期待されている大学図書館の役割、研究データ管理・公開にかかるこれ

までの大学図書館の取組事例を概観した上で、現在本委員会がすすめているオープンサイ

エンス推進に係る支援活動を紹介した。 

 

第 2 部 コミュニティの力 

 

本委員会、デジタルリポジトリ連合、JAIRO Cloudコミュニティの現況及び新協議会設立の

検討状況を概観し、国内における今後の機関リポジトリ振興のありかたについて議論した。パ

ネリストは、新協議会設立準備委員会委員 4名（シニア層）及び各団体関係者 4名（中堅・若

手層）が務めた。新協議会設立準備委員会委員から、新協議会の位置付け、重点目標、会費制

度などについて構想を示したのち、各団体の中堅・若手層から今後の機関リポジトリ推進のポ

イントとして以下の所見が示された。 

・ 佐藤恵（東北学院大学） 

学位規程改正と JC登場により中小私大の IR構築率は飛躍的に向上したが、先行構築機

関との意識・知識の差、IR業界で展開される議論と JC構築機関が抱える課題の乖離感は

別紙２ 



否めず、IR 黎明期に立ち返り再び人材育成にも注力する必要性を感じる。JC コミュニテ

ィの利点を活かしつつ、新協議会が人材育成面でサポートする体制があれば。 

・ 大園隼彦（岡山大学） 

研究データ等、IRのコンテンツが多様化する。管理・利用の両面で各コンテンツに対応

したメタデータの記述方法を整備する必要がある。国際動向に対応した基準の整備に加え

て、コンテンツやコミュニティに応じた拡張方法まで提示できれば、他システムと連携し

やすくなり、IRの価値が高まると考えている。 

・ 林豊（九州大学） 

情報システムの整備を中長期的なロードマップのもとで効果的に進めたい。各大学は人

員・予算不足なので国のリソースを（クラウドサービスに）一点集中させるべき。新協議

会にはNIIと各大学がスムーズに連携・協力できる体制の構築を期待したい。 

・ 西薗由依（鹿児島大学） 

相互運用性の促進、OAポリシーの協調、RDAとの連携等、国際的な動向に連動して諸

課題の解決や研究基盤の整備に取り組んでいく必要がある。そのためにも、国内関係者が

まとまって対応していくための枠組みに期待したい。 

続いてフロアーとの意見交換のなかで、共同リポジトリ参加機関が移行しやすいプラン提案

などの配慮や、新協議会が会員とする範囲の確定など、具体的な課題が指摘されると共に、今

回構想として提案した新協議会設立に向けた大きな流れは妥当なものとして確認された。 

 

意見交換会 オープンサイエンスのために大学図書館は何ができるのか 

 

 本委員会オープンサイエンス担当協力員により、政策動向の概要と、委員会の活動項目につ

いて解説を行い、各大学の課題として、ポリシー策定、DMP 対応、メタデータ、識別子、ス

トレージ、ライセンス、評価システム等との連携等が指摘された。DRFから、オンラインワー

クショップ「研究データから研究プロセスを知る」の開催の案内があった。会場との意見交換

では、オープンサイエンスにはメタデータ付与がキーであり研究者との連携が重要である、現

場の図書館員の課題として捉えられるよう地域での対話・情報共有の必要がある等の意見が出

た。 

 

第 3 部 機関リポジトリの今、近未来のために 

 

本委員会ワーキンググループおよびデジタルリポジトリ連合（DRF）企画ワーキンググルー

プとの共同企画とし、これまでの大局的な議論から視点を変え、各大学の具体的な取組につい

て事例報告を行い、実務担当者が抱える悩みや工夫を共有する内容とした。各報告要旨は以下

の通り。 

・ 北海道大学における博士論文電子公開の取組み 佐々木翼（北海道大学） 



北海道大学では年間 500件弱の博士論文がインターネット公開されており、本部教務担

当を経て電子データが提供され、図書館にてリポジトリ登録を行っているが、現在、（1）

申請者の理解不足による著作権問題、（2）「やむを得ない事由」による要約公表論文の状

況把握についての課題を抱えている。対応策として、本部教務担当が主導し、（1）につい

てはチェックリスト用いた確認を行うこと、（2）については一定期間経過した論文を一括

して公開することを検討中である。また、著作権処理の側面から図書館ができるサポート

として、「インターネット公表説明会」「博士論文のインターネット公表相談ホットライン」

の 2 つの取組を実施している。「インターネット公表説明会」は主にインターネット公表

義務の説明、著作権処理（雑誌への投稿・図書出版予定がある場合の留意点やジャーナル

ポリシーの解釈の仕方など）、状況に合わせた説明を行っており、今後は博士課程の新入生

に対するガイダンスも検討している。「博士論文のインターネット公表相談ホットライン」

においては相談内容の大半は著作権処理であり、制度を把握していないことに起因する質

問が多く見られることから、よくある質問と回答をまとめたwebサイトの開設を検討して

いる。 

・ 京都大学オープンアクセス方針／鈴木 秀樹 氏（京都大学） 

京都大学では2015年4月28日に「京都大学オープンアクセス方針」が学内承認された。

方針は（1）趣旨、（2）研究成果の公開の権限、（3）適用の例外、（4）適用の不遡及、（5）

電子データの提出とリポジトリへの登録、（6）その他の 6項目で構成されている。（2）に

ついては公表された成果物の著作権が大学に移転しないこと（4）については方針以前の

成果は対象としないこと（5）については出版社版が登録可能で、図書館で当該雑誌を購

読していればデータ提出の必要はない。当ポリシーは、2014 年 5 月に図書館内における

プロジェクトチームにて検討開始、学術情報リポジトリ特別委員会を経て 2015 年 2 月に

図書館協議会承認、2015年 4月以降は図書館から大学へ検討の場を移し、2015年 4月に

役員会で最終承認、という過程を辿り策定された。ポリシー策定後は実施要項・説明資料

の作成、登録のためのシステム開発に着手し、整備が終わり次第広報活動を開始する。今

後はオープンアクセスを大学のミッションと位置付け、予算・業務体制の確立、研究デー

タのオープン化に対応できる人材育成、図書館による研究支援機能強化、URA との組織

的連携を検討中である。 

・ 広島大学における学内刊行物の発信強化／川村 拓郎 氏（広島大学） 

広島大学では人文社会系の国際発信力が弱いという課題を抱えており、研究支援を行っ

ているライティングセンターと図書館が協働し、前述の課題解決を図るため学内刊行物の

発信強化の取組を実施している。具体的には（1）英文抄録付与支援、（2）リポジトリに

おける電子ジャーナルプラットフォーム機能の無料提供、（3）DOI付与の 3点である。（1）

については、和文誌への英文抄録掲載による海外からの学術利用を促進することを目標に、

学内刊行物への英文抄録校正費用の全額支給を実施している（リポジトリ登録が条件）。（2）

についてはリポジトリ登録情報を利用した電子ジャーナルページ（英語表示機能あり）の



提供により、引用情報データベースの採録指標にある「web 上での入手容易性」「英語の

web ページの有無」「英文採録の有無」等を満たすことが可能となり、研究成果のさらな

る利活用促進に繋げることができる。（3）については図書館側で学内刊行物に順次付与を

行う予定である。学内刊行物の発信強化にリポジトリを活用することで、インターネット

公開による視認性の向上とインデクシングによる利活用促進が期待できる。 

・ 教員・学内他部署との連携・協働／佐藤 恵（東北学院大学） 

東北学院大学は地域密着型、かつ東日本大震災被災地の大学であることから、リポジト

リを通じて、自学ならではの地域に根差した研究、震災関連の研究成果を「集めて」地域

社会に「つなげる」ことを目指し、学内他部署と教員との連携を意識し、コンテンツ収集

および研究成果発信に取り組んでいる。事務部門との連携事例としては、（1）教務課（新

任教員 FD研修会、学部教授会における説明会等）、（2）広報課（大学 webサイトにおけ

る広報）、（3）論集担当部署（研究所紀要の一括許諾）が挙げられる。また、教員との連

携事例としては、（4）東日本大震災にかかる文化財レスキュー活動とリポジトリの連携、

（5）メディアに取り上げられた研究について関連論文の提供を依頼し、大学 web サイト

で広報を行う、といった取組を実施している。（4）については、文化財レスキュー活動の

過程で生じた様々な形態の記録（展示記録等）をリポジトリに登録し、文化財レスキュー

活動ポータルサイト「カタリイト」の公開データとして利用している。この連携は教員と

の対話において、リポジトリを「研究活動をアーカイブする仕組みとして利用したい」と

提案され、実現した。 

 

  



アンケート結果 

 

集計枚数 99枚 

 

1. 本日ご参加のプログラムにチェックをつけてください。※複数回答可 

  

第 1部 76 

第 2部 58 

意見交換会 39 

第 3部 58 

 

 

2. あなたのご身分に該当するものにチェックをつけてください。 

A 大学・短大・高専図書館関係者 68 

B 大学・短大・高専教職員（図書館以外） 4 

C 行政関係者・自治体・教育委員会など 1 

D 機関・企業図書館関係者 13 

E 学生・大学院生等 3 

F 一般 4 

G 公共図書館関係者 0 

H 小中高（学）校図書館関係者 0 

I 博物館・美術館・公文書館関係者 1 

J その他 5 

 

 

3. 本フォーラムにご関心をお持ちになった理由をお聞かせください。 

1 1.オープンサイエンスとは何か、何を目指すのか疑問がいっぱいなこと。 

2.当機構内 6機関すべて JAIRO Cloudを利用して研究成果をオープンアクセスするよう

取り組んでいるところ。JAIRO Cloud 協議会＝新コミュニティへの参加のさせ方を悩ん

でいるため。 

2 リポジトリ担当のため 

3 研究成果を電子的に公開する際にどんな問題点があるか、事例をとおして知りたかった 

4 機関リポジトリ業務を担当しているから。 

5 機関リポジトリの導入を検討しているため。 

6 オープンアクセスに興味があった。 

別紙３ 
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8 今後の動向と現状を知りたかったから 

10 現在、JAIRO Cloud でリポジトリ運用をはじめたばかりで、わからないことが多かった

ので、少しでも情報を得たいと思ったから。 

11 JAIRO Cloudに参加検討中のため 

15 IR担当であるから。 

17 リポジトリ業務を担当しているため。 

18 所属大学において機関リポジトリの管理・運用を担当しているため 

20 オープンサイエンスについて理解を得たい 

21 機関リポジトリはよく利用しているので。 

22 潮流理解 

23 どういった組織か知りたかった。 

24 リポジトリを取り巻く状況の現状を知りたかったから 

25 リポジトリの担当者であり、今後の業務を展開していくため。先進事例 etc.の状況確認、

情報収集のため。 

29 リポジトリに関心があるため。（担当者ではないですが） 

30 今後、大学の研究成果、教員の出版物等に今後リポジトリ等で公開し、成果の発展に寄与

することが必須である。 

31 機関リポジトリの構築が学内で検討課題となっているため 

32 機関リポジトリ担当なので 

34 お客様（大学）のとり組みであるのと、自社の事業と関連があるから 

35 オープンサイエンスに興味があるので。 

37 ・文科省の考え方を知るため ・内閣府の考え方・近未来像について知るため 

38 オープンサイエンス 

39 業務でリポジトリに関わっている為 

40 機関リポジトリーの今後の広がりに期待しました。 

41 IR担当者です。 

42 「オープンサイエンス」という言葉はよく聞くものの、自分の職務とどのような関わりが

ある（これから関わってくる）のかよくわからなかったため。 

43 オープンアクセスの動向について関心があるため。 

44 最近機関リポジトリの運用を始めた所なので。 

45 JAIRO Cloudを使っているので、今後について知りたかった。 

46 大学図書館の方と話をしていて、機関リポジトリについて話題に上ることが増えたので、

自身の知識の整理と今後の方向性について勉強したいと思ったため。 

50 導入始めたため。今後の実例を聞きたかったため。 

52 オープンアクセスに関する情報を多く知ることができそうと考えたため。 



54 機関リポジトリを準備中、オープンサイエンスとは何かについて話を聞きたかった。 

55 本学でも機関リポジトリを構築する計画が出ているため 

58 上司にすすめられた 

59 機関リポジトリ運営業務を担当しており、また同時に次期リポジトリ調達の検討を担当し

ているため 

60 オープンサイエンスについてのフォーラムのため 

61 リポジトリ担当になった 

62 オープンアクセスの動向を知るため 

63 所属部署が機関リポジトリを所掌しているため。 

66 機関リポジトリの構築を予定している 

67 リポジトリを担当しているため 

68 取り組むきざしがあるため。 

69 各大学で個別に構築されているリポジトリシステムと JAIRO Cloudの今後の方向性、将

来像について 

70 機関リポジトリの担当を行っており、JAIRO Cloud 移行についても担当を行っていた。

今後のリポジトリに求められるものは何か、勉強しに来た。 

73 機関リポジトリの設置組織外部からの利用に関心があります 

74 次期システム構築に向けて情報収集をしたかった。 

77 機関リポジトリ構築の準備に入っているため。 

80 各大学の事例と今後の機関リポジトリの動向を知りたかったため 

81 研究員から組織の研究成果の発信方法について相談を受け、機関リポジトリを提案したた

め、自分でもちゃんと知ろうと思った。 

82 機関リポジトリを担当しているため 

83 4月からリポジトリ担当になったため、全体の動きを知りたかったから。 

84 リポジトリ業務を担当しているため。 

85 今年度中にリポジトリの公開を予定しています リポジトリには常に関心をもっています 

86 所属機関が、リポジトリ構築の計画をたてているため。 

88 オープンサイエンスに関心があるため 

92 リポジトリの方向性に関心があったので 

93 OAに関心があった。 

94 業務を担当しているため、動向が知りたかったため。 

95 機関リポジトリの方向性について考えたい 

97 テーマが「リポジトリ」のため。←JAIRO-Cloudへの移行中 

98 機関リポジトリを担当しているので。 

 



4. 本フォーラムを何で知りましたか？※複数回答可  

A 図書館総合展 （無回答） 43 

Webサイト 8 

招待券 36 

パンフレット 3 

B 機関リポジトリ推進委員会 （無回答） 6 

Webサイト 3 

Facebook 0 

C デジタルリポジトリ連合（DRF）のメーリングリスト 13 

D 図書館協議会の通知文書 7 

E 知人からの口コミ 3 

F その他 2 

 

 

 

5. あなたの機関の機関リポジトリの運用状況を教えてください。 

 

運用中 67 

準備中 12 

予定なし 10 

不明 5 
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D 図書館協議会の通知文書

E 知人からの口コミ

F その他

参加者所属機関リポジトリ運用状況
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不明



6. 本日の各プログラムについて感想をお聞かせください。またコメントがありましたらご記入

ください。  

第 1部 良かった 49 

やや良かった 22 

普通 6 

あまり良くなかった 0 

良くなかった 0 

・オープンサイエンスは官邸、内閣府の都合であることが良くわかった。機関リ

ポジトリの実績から大学図書館に期待（丸投げ）されても、あれもこれもは難し

い。それなら予算も付けて下さるべきです。 

・配布資料（スライド）が欲しかった。 

・紙の資料が欲しかった 現状についていろいろな話が聞けた 

・リポジトリ運用がはじまったばかりの本校には、遠いと感じる課題だが、何に

取り組まなければいけないかがわかった。足元の課題としては、先生方への広報、

説明、研究成果公開について協力してもらう活動が大変。 

・それぞれの立場のご意見をうかがうことができ、よかったです。 

・4人の登壇者からそれぞれの立場でのお話を聞くことができ、参考になった。 

・動向についてよくわかりました。 

・日本のオープンアクセス政策推進の最終的責任者が誰なのか、また具体的（数

値）目標を設定しないと、前にスピードを持って進まないと思います。図書館に

より多くを国が期待するなら、研修の実施等、必要なものへの追加予算がないと、

出来ません！ 

・基本的なことがら、状況が理解できました 

・様々な角度から現状を知ることができてよかった。 

・4 者それぞれの視点からの話が聞けたと共に、全体の流れをつかむことができ

良かった。願わくば発表資料もこちらの手元にも頂きたかった。 

・スピーカーのバランスよかった。研究者が 1人くらいいるとよかったかも（テ

ーマ的にはいなくても十分なのだと思いますが） 

・オープンサイエンスがいかにホットな課題かがよくわかった 

・現状の確認と共に、現場へご期待いただいていることを直接拝聴することがで

き、非常に有意義であったと感じました。 

・国のオープンアクセス政策に関する方針が聞けて参考になった。 

・最新（最先端）の話し、高所大所の話が聞けてよかった。 

・さまざまな立場の話が聞けてよかった。真子さんの話が面白かったのに、時間

が少なくて残念だった。司会が聞きとりにくかった。 

・他のセッションと重なってしまって参加できなかった。単独で開催していただ



けると良かった。 

・ただ、難しかったです。でも必要なことだということは分かりました 

・わかりやすかった。また、各部門で意見にズレがある事がわかり、興味深かっ

た。 

・オープンサイエンスに関して全体像の理解と把握につながったと思います 

政策の方針、方向性がよくわかった 

・ステークホルダーの考え方（スタンス）が良く理解できた。 

第 2部 良かった 24 

やや良かった 19 

普通 14 

あまり良くなかった 1 

良くなかった 1 

・新しいコミュニティに図・情報学研究者も入れていただければと思います。応

援になるような研究、大学院での人材育成プログラムなど一緒に考えていきたい

です。 

・図書館総合展プログラムでは、フォーラムの内容がよくわかりませんでした。

予想していた内容とはかけはなれたものだった。自分の機関としては実際の機関

リポジトリ運営の作業についてを期待していた。3 部の方に伺うべきだったの

か？と思った。JAIRO Cloud参加費は、年々図書館運営費も削減されている中で

自機関経営陣・会計担当を説得できるような資料を提供してほしい。 

・思っていた内容とちがったが、動きが知れた。 

・もう少し発起人と若手がやりあう場面があれば良かった。 

・新協議会は JAIRO Cloud への移行を促進する意図もあるようだが、お金以外

の理由で（現在のシステムのメリット、移行の手間 etc.）JAIRO Cloudに移行す

る予定がない機関も包括できる組織となるのか、モヤモヤが残った。 

・発表者の名前をわかるようにカードがあるといい 

・これまでリポジトリは大学図書館が中心となっているが、協議会の参加範囲は

どうなるのか。文科省以外の省に属する研究所についても意識してほしい。 

・テーマの「コミュニティ」とは何のことかきいて初めてわかった 

・中小規模大にとって、自分のこととしてとらえるのは難しい。 

・パネルディスカッションが余り上手ではなかった。尾城さんの話はよかった。

あと、NIIの細川さんのお金がないので、もちよる話。 

・若手の方にもっと発言して頂きたかった。 

・新たな組織を作ってわかりやすくまとめてくれるのは助かる。 

・新協議会の意義、メリット等を大学上層部に説明、説得するのはなかなか難し

そうだと感じた。 



・テーマだけでは、セッションの趣旨がわかりにくい。 

・「オープンサイエンスへ！」というテーマに対して具体的なものが無かった。料

金徴収の説明会のような気がしました。 

・難点としては、全体像が良く分からないこと。研究者と一緒に……と言われる

が、大学、研究者、図書館各々が理解できているか。課金によるメリットを、も

う少し具体的に話して頂ければ更に良かったと思います。小規模の図書館がおカ

ネとヒトを出してまで得られる物は何か。「人材育成」という言葉だけで大学がお

金を出すのでしょうか。 

・新協議会のスケジュールと共に、共同リポジトリ参加館への対応を明確に知り

たかった 

・新協議会 etc.の新しいトピックの概要が聞けたため。DRFの活動にも興味が出

ました。 

意見交換会 良かった 17 

やや良かった 13 

普通 8 

あまり良くなかった 3 

良くなかった 0 

・DRFのワークショップ参加を学内でも検討してみようと思いました。 

・テーマが大きかったためか、現場からの意見は出にくかったようだ。 

・テーマに対する具体的な事例が知りたかった。 

・ここまでの話しを概観することができた。 

・なんだか、宣伝大会に一部なっていたような気がした。それも情報なので、よ

いのかもしれないが、タイトルと少し合わない。 

・「オープンサイエンス」→この言葉を知らなくてまちがえた。 

・記入形式で意見提出があっても良かったと思う。 

・オープンアクセス→オープンサイエンスの深い部分の問題について、各方面か

らの意見が聞けて参考になった。 

・司会進行の 3名の方がもっとディスカッションをするような形式がよかったの

ではないでしょうか 

・プレゼンがやや早口であった。 

・フロアからの意見により、見え難かった点が大分明らかになった 

・本学のような（私立、文系、中規模、大学院弱い）大学にとってはなじみのな

いトピックでしたが、とはいえ研究成果とそれに伴うデータの公開は必須となる

と考えます。アナウンスや説明の簡略化で周知が必要では。←本学のような図書

館員の現状としては、「サイエンス？」「理系？」というレベルです。本当に。 

第 3部 良かった 41 



やや良かった 9 

普通 5 

あまり良くなかった 0 

良くなかった 0 

・具体的な事例は参考になってとてもよいです。 

・これから導入するにあたり、問題点などを知ることができた。 

・配布資料（スライド）が欲しかった。 

・これからリポジトリを構築しなければならない検討段階なので、特に佐藤さん

のお話は参考になりました。 

・リポジトリの具体的な取り組みが知れてよかった。 

・東北学院大学さんの事例は大変参考になりました ありがとうございました 

・リポジトリ担当者が直面する身近な事例が聞けて非常に参考になった 

・具体的事例を多く聞けてよかった。 

・これまでのものにくらべてかなり身近な話だったので、とても興味を持って聞

けた。佐藤さんの話が面白かった。 

・佐藤さんのご発表が具体的でよかった 

・京大の人の話がよかった。 

・記入形式の質問は良かった。 

・分かりやすかったです。 

・機関リポジトリ構築の準備に入ったばかりなので、東北学院大学・佐藤さんの

お話は大変参考になりました。 

・実例はやはり参考になる部分が多く、まねしたいと思いました。 

・具体例が色々聞けたのはとてもよかった。 

・文字のみのプレゼンはさけて下さい。QandAは必ずしも良くなかった。事前質

問は不要ではないか 

・他大の事例が聞けて良かった。但し、「リポジトリの構築の基礎」のような内容、

心構えのような質問を拾いすぎではないでしょうか……。「近未来」というテーマ

との合致？←5 分という時間で司会の方が飲み込んでいなかったので、聞きやす

いものを選んだように感じた 

 



第3部

良かった

やや良かった

普通

あまり良くな

かった

良くなかった

 

 

7. フォーラム全体についてご感想がありましたらご記入ください。  

4 最先端の情報共有の場であり、一般の図書館員にも理解しやすい内容も多くよかったと思い

ます。 

13 丸 1日のフォーラムだと他のフォーラムに出られない。フォーラムテーマのかぶりがないと

良いのですが…… 

17 通しでなくても参加できる、というのはありがたかったです。 

18 参加した意義はありました。 

25 大変参考になりました 

45 オープンサイエンスの今後についてよく理解できました。 

50 パワーポイントの資料が入手したかった。Webなどで、部分的に公開中でしょうか？ 

51 政策レベルと現場、研究者とではかなり温度差があると思いました。 

54 資料をもっともらいたかった。ずっと聞くだけで大変でした。 

第1部

良かった

やや良かった

普通

あまり良くな

かった

良くなかった

第2部

良かった

やや良かった

普通

あまり良くな

かった

良くなかった

意見交換会

良かった

やや良かった

普通

あまり良くな

かった

良くなかった



55 想像以上に壮大なスケールになっていて驚きました 追いつけるように頑張りたいと思いま

す 

56 事前に資料をホームページ上に upしてほしい。または資料の配布を希望します。 

58 オープンサイエンスについて、大きな話から身近な話まで聞くことができてよかったと思い

ます。準備等大変だったとは思いますが、お疲れ様でした。委員会の皆さんの仲の良さがと

ても伝わってきたが、たまに身内で楽しんでいるように見えて、おいてきぼりになってしま

った。 

62 オープンサイエンスの推進には賛成だが、研究データを管理、公開を運用している立場とし

て、地道で、時間がかかる取り組みであることは共通認識としてもった方がよいと考えてい

る。またデータポリシーの策定は研究者も含めての議論が必要で最も難しい部分である。こ

のような事例を共有できるとよいと思う。データ管理部署と図書館との類似点は長期的視点、

ユーザとの窓口になる点なので、その共通事項を見出せるとより、オープンサイエンスが進

むと考じる。 

63 政策面から現場の最新事例まで、機関リポジトリの置かれている現状を様々な面から知るこ

とができてよかった。 

64 最先端と現場がかけ離れているというご発言に、大きく同意しました。 

65 大変だったとおもう。 

68 まだまだ図書内でのきざし段階なので、今後どのような動きが必要なのか、大変参考になり

ました。 

70 1 日参加してお話を伺ったので、機関リポジトリのトレンドがよくわかった。第 3 部は、実

務担当者レベルの話だったので特に参考になりました。 

74 機関リポジトリのフォーラムには以前も参加したことがあったが、今回は前回とまた違った

意見が聞けて良かった。 

76 Twitterは使えませんか？ 

83 スライドを事前に公表していただくか、会場で配布して頂けたらよかったです。資料にメモ

をとりたいタイプだったので少し残念でした。 

87 時間のわりに内容が盛り沢山すぎて説明等が早口になりわかりにくいものもあった 

88 フォーラムは続けてほしい。3 部構成にこだわらずトピックを絞って全体構成を作成してほ

しい。 

89 研究データ管理の話しがほとんど無く、オープンサイエンスへというテーマとは違うと思い

ました。去年の方が良かったです。 

92 可能であれば、事前に紙の資料があれば、有難いのですが。理由：メモを取りながらお話を

聴くのは、内容が追いつかない為 

95 実際に行っている大学の発表なので分かりやすかった。 

 

8. 当委員会のイベント等で今後取り上げてほしいトピックがありましたらご記入ください。 



4 JAIRO Cloudの状況 / 機関リポジトリの運用事例 

7 （古典資料の）デジタルアーカイブについて。 

18 junii2、メタデータについて。 

45 研究データの公開について、不定型のデータをどう公開するか？ 

56 JAIRO Cloud新協議会の今後について 

59 リポジトリ関連技術の研究開発、また規格策定と、JAIRO Cloudのコミュニティ活動との

かかわり。現在では、リポジトリそのものの研究開発と JCに限定した開発の境界がはっき

りしない。 

62 リサーチデータの公開について具体的事例（成功・失敗）をざっくばらんに紹介する場があ

るとよい。 

73 研究者との連携について 

 

9. 当委員会の活動についてご意見。ご要望等ございましたらご記入ください。  

3 海外出版社（Elsevier, Wiley, Springer, Nature, SPLE, IEEE etc.）からの転載の際に、必

要な事項などをマニュアル的に紹介してほしい（条件など、関連サイトのリンク集、翻訳な

ど） 

4 今回のような機会は継続していただきたい 

16 研究者をまきこみましょう。 

18 視点がどうしても国立大寄り？国・公・私・大学、出版社、研究者 様々な立場の人も加わ

れる活動を期待します。 

45 いつもお世話になっております。今後さらに重要度を増すリポジトリについて情報共有し大

学全体を動かす一助にさせて頂きます。 

62 機関リポジトリと（既存の）研究データベースがシステム的に連携できるとよい（DOI連携

含め）。そのシステム連携のプロセスで図書館とデータベース担当が人的にも連携できると

よいです。そのようなきっかけとなるようなプロジェクトなどを提示して頂けるとよい 

78 毎年、大変有益で参加させていただいています。すぐには実現できないことも現実には多い

ですがこのような場あることに、いつも感謝しています。良いリポジトリを作ることで、ま

ずは皆さまへの御礼とさせていただきたいです。今後とも、貴コミュニティのご発展を祈念

しております。 

88 委員会活動の定期的でわかりやすく迅速な報告をお願いします。 

93 いつもありがとうございます。委員の皆さんのご尽力に感謝しています。 

95 ホームページ等で積極的に情報発信してほしい。 

98 メタデータの入力の仕方を悩んでいるレベルのリポジトリ担当者向けに、先行館の事例をま

とめたもの、マニュアル等を公開して欲しい。 

 

  



研究集会 実施体制 

●は登壇者 

 氏名 身分 担当 第１部 第２部 意見交換会 第３部 

1 杉田茂樹（千葉大） 委員・総合展顧問 統括 ○ ● ○ ○ 

2 鈴木雅子（静岡大） 協力員・総合展担当 統括・第 3部責任者 ○ ○ ○ ○ 

3 中原由美子（千葉大） 協力員・総合展担当 統括・懇親会責任者 ○ ○ ○ ○ 

4 富田健市（北大） 委員長  ● ● ○ ○ 

5 尾城孝一（東大） 委員 第 1部責任者 ● ● ○  

6 山本和雄（横浜国大） 委員 第 2部責任者 ○ ● ○ ○ 

7 細川聖二（NII） NII委員   ●   

8 高橋菜奈子（NII） NII委員   ●   

9 三角太郎（千葉大） 協力員 受付チーフ・意見交換会責任者 ○ ○ ● ○ 

10 松本侑子（広島大） 協力員 受付サブ ○ ○ ○ ● 

11 三隅健一（北大） 協力員 会場チーフ ○ ○ ○ ● 

12 丸山 寛（NII） 事務局 会場サブ ○ ○ ○ ○ 

13 佐藤恵（東北学院） 協力員 懇親会サブ ○ ● ○ ● 

14 大園隼彦（岡山大） 協力員 会場 ○ ● ● ○ 

15 西薗由依（鹿児島大） 協力員 会場 ○ ● ● ○ 

16 林 豊（九大） 協力員 受付 ○ ● ○ ○ 

17 川村拓郎（広大） 協力員 会場 ○ ○ ○ ● 

18 南山泰之（極地研） 協力員 受付 ○ ○ ○ ○ 

19 天野絵里子（京大） 協力員 受付 ○ ○ ○ ○ 

20 船山桂子（筑波大） 協力員 受付 ○ ○ ○ ○ 

21 真中孝行（筑波大） 協力員 受付  ○   

22 野中麻有（第一薬大） 協力員 受付 ○ ○ ○  

23 前田 朗（NII） 事務局  ○ ○ ○ ○ 

24 直江千寿子（横浜国大） 協力員  ○ ○ ○ ○ 

 

別紙４ 


