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第 9回機関リポジトリ推進委員会議事要旨 

 

1. 日時：平成 27 年 10 月 30 日（金）12:15～14:45 

2. 場所：東京大学附属図書館 

3. 出席者： 

（委員） 

富田 健市 北海道大学附属図書館 事務部長 

行木 孝夫 北海道大学大学院理学研究院数学部門 准教授 

江川 和子 筑波大学附属図書館 副館長 

尾城 孝一 東京大学附属図書館 事務部長 

杉田 茂樹 千葉大学附属図書館利用支援企画課 課長 

山本 和雄 横浜国立大学図書館・情報部図書館情報課 課長 

森  一郎 新潟大学学術情報部学術情報管理課 課長 

大前 冨美 大阪府立大学学術情報センター学術情報室 主査 

菊池 亮一 明治大学学術・社会連携部・図書館総務事務室 事務長 

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 

高橋 菜奈子 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 

（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） 

前田 朗 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 

（欠席） 

島  文子 

池田 大輔 

佐藤  翔 

安本 裕和 

山地 一禎 

 

京都大学附属図書館 総務課長 

九州大学大学院システム情報科学研究院 准教授 

同志社大学免許資格課程センター 助教 

関西学院大学図書館 事務部長 

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 

 

＜配付資料＞ 

第 9回機関リポジトリ推進委員会出席者名簿 

１－１．  第 8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 27年 5月 15日以降）結果（報告） 

２－１．  「機関リポジトリ新協議会（仮称）」設立準備会設置要項 

２－２．  機関リポジトリ新協議会（仮称）設立趣意書（案） 

２－３．  「機関リポジトリ新協議会（仮称）」設立準備会 委員名簿 

３－１．  平成 27年度 機関リポジトリ推進委員会活動状況中間報告 

３－２．  平成 27年度 WG予算案 

３－３．  課題領域「全般」の活動計画と進捗報告 

３－４．  課題領域「オープンアクセス方針」の活動計画と進捗報告 

３－５．  課題領域「基盤の高度化」の活動計画と進捗報告 

３－６．  課題領域「コンテンツの充実」の活動計画と進捗報告 

３－７．  課題領域「研修・人材養成」の活動計画と進捗報告 

４．    学術情報のオープン化の推進について（中間まとめ）抜粋 
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５.     リポジトリメタデータ上の統制語彙標準化への対応について 

６．    JAIRO Cloud の最近の動向について 

７．      機関リポジトリと ERDB-JP 連携による大学紀要等の可視性向上について（依頼） 

 

＜参考資料＞ 

１． 大学の知の発信システムの構築に向けて 

２． 機関リポジトリ推進委員会規程 

３． 学術情報のオープン化の推進について（中間まとめ） 

 

4. 議事 

（１） 第 8 回議事要旨およびメール審議結果（報告） 

富田委員長から資料 1-1 の第 8 回議事要旨について委員の了解済みであるとの説明があった。

事務局(NII 前田係長)から第 8 回委員会後のメール審議結果について資料 1-2 に基づき報告があ

った。 

 

（２） 機関リポジトリ新協議会（仮称）について（審議） 

 高橋委員から資料 2-1,資料 2-3 に基づき、機関リポジトリ新協議会（仮称）の第 1 回設立準備

会が開催され、江川委員が主査となったことが報告された。資料 2-2 の設立趣意書案については、

第１回設立準備会の議論で修正があった点の説明があった。   

設立準備会が策定した設立趣意書の修正案について、メール審議にて確定することとした。な

お、確定した設立趣意書は、11 月 6 日（金）国公私立大学図書館協力委員会および 11 月 9 日（月）

国大図協秋季理事会で配付し、11 月 11 日（水）図書館総合展でも紹介する予定である点は了承され

た。 

 

（３） 平成 27 年度活動状況中間報告について（報告） 

 事務局(NII 前田係長)より委員会全体の活動状況について資料 3-1 に基づき説明があった。そ

れに引き続き、各課題領域の顧問委員から担当課題の活動状況について、次のとおり報告があっ

た。 

１） 課題領域「全般」 

・杉田委員から資料 3-3 に基づき報告があった。 

２） 課題領域「オープンアクセス方針」 

・尾城委員から資料 3-4 に基づき報告があった。 

・翻訳及び学会ポリシー調査の具体的な内容について質問があり、尾城委員が 11 月 10 日

の協力員との打ち合わせにて確認を行うことになった。 

・学内のデータベースをリポジトリに取り込むことに意味があるのかという質問があり、

研究データ管理のケーススタディとして、技術的な課題と研究データの実態把握の端緒と

するためであることを確認した。 

３） 課題領域「基盤の高度化」 

・顧問の佐藤委員が欠席のため、事務局（NII 前田係長）から資料 3-5 に基づき報告があ

った。 

・今年度のオープンフォーラムでの発表は昨年度の成果で、資料はウェブで公開されてい

る旨、補足があった。 

４） 課題領域「コンテンツの充実」 



 

 

 

 

・森委員から資料 3-5 に基づき報告があった。ELS からの移行についての取り組みについ

て一旦凍結としたい旨説明があった。 

・細川委員から、ELS 移行申請の締め切り前後にならないと移行の状況が判明しないため、

今年度末時点あるいは平成 28年度の半ばの状況を踏まえてELSに対する活動内容を検討

してはどうかとの提案があった。 

５） 課題領域「研修・人材養成」 

・山本委員から資料 3-6に基づき報告があった。 

・来年度は新任担当者研修について見直しを行いたい旨、補足説明があった。 

・国際会議への参加について、参加の締め切りを考慮すると、来年度にどの国際会議に誰

が参加するかの検討をはじめる必要があることを確認した。 

・高橋委員から IRDB経由で付与された DOIの登録状況についての紹介があった。 

なお、細川委員から今年度の予算執行状況について、当初計画に変更があれば事務局に連絡し

てもらいたい旨の発言があった。 

また、次回委員会では、各顧問で来年・再来年を見据えた計画を立てる必要があることを確認

した。来年度の協力員の体制についても次回提案してほしい旨、委員長から付言があった。 

  

（４） 『学術情報のオープン化の推進について（中間まとめ）』への対応について（意見交換） 

事務局（NII 前田係長）から資料 4 に基づき『学術情報のオープン化の推進について（中間ま

とめ）』について説明があった。主な意見は次のとおり。本委員会で出た意見については、課題

領域「オープンアクセス方針」においても議論してもらうことになった。 

 本委員会から大学に周知するのであれば、大学に期待される取組についての本委員会

の方針をセットで示す必要がある。 

 文部科学省から「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」がす

でに示されている。研究データの保管が大学の今後の課題になる。 

 本委員会で扱う「研究データ」は、論文のエビデンスに限定するのはどうか。この限

定であれば、junii2 の改定で対応ができる。 

 機関リポジトリをグリーン OA の基盤として拡充することからはじめ、当面エビデン

スを載せるのがよいのではないか。 

 研究データの共有と公開の実態は、研究分野ごとに特性があり、対応しやすい研究分

野、あるいは、対応に意欲のある機関はあるので、先行する機関が論文のエビデンス

となるデータ以外にも研究データの取り扱いにチャレンジすることは妨げない。 

 

（５） COAR の統制語彙に関するワーキンググループについて（報告） 

山本委員から資料 5 に基づいて、COAR の統制語彙に関するワーキンググループの活動報告が

あった。 

杉田委員から本件に関連し、個々のグループでメタデータの検討をするのではなく、本委員会

の直下にメタデータ検討チームが必要ではないかとの提案があった。これから委員会における議

論との連動なども考えられるため、課題領域「全般」にて課題の整理を行ってもらい、個々の課

題についてどのようなグループで議論するのがよいかを検討していくことにした。この提案に対

する主な意見は次のとおり。 

 本委員会での検討内容を取り込むには、junii2 の全面的な見直しが必要になるのではな

いか。 

 リンクトデータを考えると、メタデータ記載規則を含めて考える必要がでてくる。 



 

 

 

 

 国際連携や国際標準を考える必要がある。 

 関連する日本の ISO 検討グループがあれば、連動が考えられないか。 

 

（６） JAIRO Cloud の最近の動向について（報告） 

事務局（NII 前田係長）から JAIRO Cloud の最近の動向について資料 6 に基づき説明があ

った。 

 

（７） その他 

１） 細川委員から資料 7 に基づき、大学紀要等の可視性向上のため ERDB-JP のパートナー募

集の呼びかけの一環として、機関リポジトリ推進委員会のイベント等において周知を行いた

いとの説明があった。 

２） 杉田委員から、平成 28 年 2 月末か 3 月初旬にパデュー大学との研究データに関する会合

を、本委員会と DRF にて行いたいとの提案があった。この提案について、杉田委員が課題

領域「研修・人材養成」と連携しパデュー大学との調整を進めていくことになった。 

３） 次回は来年 1月の開催の予定 

 

  

以上 


