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 第 1 回機関リポジトリ推進委員会議事要旨 
 

1. 日時：平成 25 年 10 月 2 日（金）10:00～12:30 
2. 場所：学術総合センター 12 階会議室 
3. 出席者： 
（委員） 

加藤 信哉 筑波大学附属図書館・副館長（委員長） 
行木 孝夫 北海道大学大学院理学研究院 数学部門・准教授 
杉田 茂樹 千葉大学附属図書館・学術コンテンツ課・課長 
森  一郎 信州大学附属図書館・副館長 
富田 健市 岡山大学附属図書館・事務部長 
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 
大前 冨美 大阪府立大学学術情報センター学術情報室・調整総括 
菊池 亮一 明治大学学術・社会連携部・図書館総務事務長 
佐藤  翔 同志社大学社会学部教育文化学科・助教 
安本 裕和 関西学院大学図書館・次長 
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 
相原 雪乃 国立情報学研究所 学術基盤推進部 学術コンテンツ課長 
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） 
尾城 孝一 国立情報学研究所 学術基盤推進部 次長 

 
＜配付資料＞ 

1．    機関リポジトリ推進委員会委員名簿 
2．    本委員会の位置づけ 
3．    機関リポジトリ推進委員会規程 
4-1．     機関リポジトリをめぐるこの 10 年の総括 
4-2．    NII の機関リポジトリ推進事業を振り返る 
4-3．    大学図書館活動への機関リポジトリのインパクト 
5．    大学の知の発信システムの構築に向けて（ポジションペーパー）（案） 
6．    平成 25 年度機関リポジトリ推進委員会 活動スケジュール（案） 
 

＜参考資料＞ 
1．    大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所と国公

私立大学図書館協力委員会との間における連携・協力の推進に関する協

定書 
2．    連携・協力推進会議設置要綱 

 
4. 議事： 
（１）自己紹介 
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 配布資料 1 に基づき，各委員から自己紹介があった。 
 
（２）委員会設置の経緯説明 

高橋委員から，配布資料 2，参考資料 1，参考資料 2 に基づき，委員会設置の経緯の

説明があった。 
 
（３）委員長選出について 

配布資料 3 に基づき，加藤委員が推薦され，満場一致で委員長に選出された。 
 
（４）機関リポジトリの現状報告 
（４－１）機関リポジトリをめぐるこの 10 年の総括 

  佐藤委員から配布資料 4-1 に基づき，機関リポジトリのコンテンツの収録とその利

用について，コンテンツの種類別に説明があり，以下の質疑応答・意見交換を行った。 
[質疑応答・意見交換] 
・配布資料 4-1 の p.3 で，雑誌論文の登録が 16％となっているが，雑誌論文の区分に，

学内学会誌や紀要などが多く含まれているため，実際より多くないか。 
→IRDB では学内学会誌は雑誌扱いであり，16％より少ないのは確か。ただし海外

でも，DOAJ（Directory of Open Access Journals）では紀要・学内学会誌は雑

誌扱いのため，日本の雑誌論文登録が進んでいるという認識である。 
・配布資料 4-1 の p.28 にある，ブラジルのデータの母体は何か？ 
→エルゼピアの Scopus のデータから抽出したものを使用している。トムソンロイタ

ーの Web of Science だと OA 化率は下がる。 
・配布資料 4-1 の p.31 について，学位論文のアクセスが多いとの説明があったが，

研究機関とそれ以外に分けた場合，アクセス傾向はどのようなものか。 
→他のコンテンツと大きな傾向の違いはなく，研究機関以外からのアクセス，特に

一般のインターネットプロバイダからのアクセスが も多い。大学機関について

は CiNii からのアクセスが多く，大学機関以外についてはサーチエンジンからの

アクセスが多い。 
・配布資料 4-1 のｐ.5 について，紀要・雑誌論文は論文数が多く，外れ値が多いため，

実際よりアクセス数の平均値が少なく見えるのではないか。 
→紀要や雑誌論文では 0 回や 1 回のアクセスになる群があり、それが箱ヒゲ図を引

き下げている。 
→紀要・雑誌論文と学位論文を，同じ土俵で比べることが妥当か疑問。 

 ・Google Scholar を除く，Google からの本文へのアクセスも，メタデータページへの

アクセスも同じ程度の数である。 
・サーチエンジンからのアクセスでは，メタデータのページに気づかなかった可能性が

ある。よって，メタデータから本文のリンクをわかりやすくするユーザーインターフ

ェイス（UI）の改善提案が行えるのではないか。また，他に UI の改善提案はどのよ

うなものがあるか。 
→Google から直接本文に到達した場合でも，メタデータが明確にわかるほうがよく，

これは各機関リポジトリで本文に対するカバーページの付与で実現しつつある。また，
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メタデータをより適切な形で外部サイトに提供して的確にリンクさせるために，API
の整備などにより、相手先にとっての必須データを漏らさず渡すということが重要で

ある。また、CiNii には機関リポジトリのデータが入っているが、書誌別れになってい

るものもある。それを解消することのほうが重要かもしれない。 
・本文リンクもあったが利用していない人がいるのは，求めているデータを提供でき

ていないということを表すのか。 
  →NACSIS-ELS にしかないコンテンツには自然科学系の論文が多いが，自然科学

系の論文では抄録を読んで本文を読まないことが多い。一方，人文社会系は抄録

のない論文が多いため，本文が読まれやすい可能性はある。 
 
（４－２）NII の機関リポジトリ推進事業を振り返る 

  相原委員から配布資料 4-2 に基づき，CSI 委託事業，JAIRO Cloud 等の NII の機

関リポジトリ推進事業について説明があり，以下の質疑応答・意見交換を行った。 
 [質疑応答・意見交換] 

・配布資料 4-2 のｐ.14 にある JAIRO Cloud 新規構築の申請機関数（165 機関）と

p.13 にある構築済機関数（81 機関）との間に差異があるが，今後構築済機関はさ

らに増加するか。 
  →増加する。申請から公開までにタイムラグがある。 
 ・公立・私立の未構築機関が持っているコンテンツには何が多いと考えられるか。 
  →学位論文が多いと予想される。 
 ・いくつかの都道府県の遺跡資料リポジトリが NII の Cloud を利用しているが，奈

良文化財研究所が運用するサーバに移す方向と承知している。これには，まだ数年

かかる見込ということであり，その間の維持等について配慮してほしい。 
 ・SCPJ は今のままでよいのか，今後検討が必要ではないか。 

→SCPJ も含め，CSI 後の継続課題となっているプロジェクトについては，本委員

会で進め方もあわせた今後の検討が必要だと考える。 
 
（４－３）大学図書館活動への機関リポジトリのインパクト 
 杉田委員から配布資料 4-3 に基づき，大学図書館の機関リポジトリをめぐる現状に

ついて説明があり，以下の質疑応答・意見交換を行った。 
[質疑応答・意見交換] 

 ・Gold OA の攻勢を実際に感じることがあるか。 
→千葉大学では 1 年に所属研究者が学術雑誌に発表する約 1000 の英語論文のうち

50 論文が該当しており，APC（Article Processing Charge）の合計金額も単純

試算で約 1000 万円に急成長している。 
→学会などの参加費を考えると，発表の場としては妥当な金額ともいえないか。 
→人文社会系の研究者の場合では，金額が高すぎて払えない可能性がある。 
→現状では，個々の研究者が外部の研究資金などから払っているため，大学として

は負担の認識は表面化していないが，国のレベルで考えると巨額の損失とならな

いか。 
→SPARC Japan で APC に関する全国的なアンケート調査を実施する予定。 
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（５）大学の知の発信システムの構築に向けて（ポジションペーパー）（案） 

杉田委員から配布資料 5 に基づき，機関リポジトリ委員会のミッションと目的，重

点課題の案について説明があり，以下の意見交換を行った。 
[質疑応答・意見交換] 

 ・戦略的重点課題について，DRF との違いがあまりないのではないか。DRF と本委

員会とで住み分けが必要ではないか。 
・戦略的重点課題と DRF の活動内容は重複していないのではないか。具体的には，

DRF では戦略的重点課題の（３）と（４）の一部のみしか実施しておらず，国際

交流，資金獲得などの活動は対応してこなかった。 
・戦略的重点課題について，これまで DRF の活動でこれらの課題解決を実現できな

かった要因は何かを考える必要がある。 
→DRF で戦略的重点課題の（３）と（４）の課題解決ができなかった要因は，人

の入れ替わりが激しいことと，館内の認知度によっては DRF の活動に注力しづら

い場合があることが挙げられる。 
・戦略的重点課題の（４）について，今後の Green ジャーナルをどうするか，機関

リポジトリの役割をどう位置づけるかといった点について，出版社との調整や，文

化庁への働きかけ（権利制限規定など）が必要。 
たとえば，国公私立大学図書館協力委員会には，大学図書館著作権検討委員会が設置

され，国内の出版物について出版社との調整をしている部署があるが，そのような

横の連携を検討してはどうか。また，海外の出版についても同様に，JUSTICE と

の連携を検討する必要がある。 
・知の発信システムとして機関リポジトリが何を担うのかの議論がいる。 
・「大学の知の発信システムの構築に向けて」という題名からは，機関リポジトリより

も広い概念からの提言と受け取れる。一方，現状認識や将来展望については，図書

館についての記載にとどまっている。 
また，戦略的重点課題については，問題点の解決のために何かを行うものなのか，そ

れとも問題点を解決すれば何かが自然と行えるのかが不明確でもある。 
→現状認識は機関リポジトリにフォーカスし，CSI 委託事業によって達成できたこと

とできなかったことをまとめた上で，将来展望とするのがわかりやすい。 
・数年後に振り返った際，機関リポジトリをインフラとして提供していても，活用が

できていない，言い換えると研究者が自分から積極的に関わって何かを行う，とい

う研究インフラとして定着していないこととなる懸念はないか。 
→機関リポジトリは，日本に限らず，世界中どこでも根付いているとはいえない。

その中で日本の機関リポジトリは比較的根付いている。 
→日本の機関リポジトリは，機関のリポジトリというより，資料を電子化して社会

的認識・評価を高めるという役割が強くなってしまっている。 
→資料の電子化は人文系等の研究分野では研究インフラにもなり得るので，機関リポ

ジトリの一側面として有効ではないか。 
→CSI 委託事業で投資した費用に対して，登録されたデータ数（費用対効果）を考

えたときに，日本で機関リポジトリが根付いたといえるのか。また，機関リポジ
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トリに関するワークフローの整備や，研究者が機関リポジトリに自分の成果を載

せて見てもらうという意識付けという面からみた場合に，日本で機関リポジトリ

が根付いたといえるのか。 
また，ブームの後に訪れる失速期に，自発的な次の展開が出てきていないのでは

ないか。その点では，海外の一部の図書館のほうが根付いているといえないか。 
→新しいことを導入するという面では，日本はあまり進んでいない。ただ，紀要と

いう側面では，機関リポジトリは日常の図書館業務に根付いている。 
機関リポジトリの新しい発展の方向性は模索する必要があるが，それは世界のトレ

ンドに寄り添うのではなく，日本の実情に添った日本の研究者や情報発信のため

に皆が必要とするものがよい。 
そのため，海外ジャーナルの OA に無理に合わせようとせず，日本における機関

リポジトリの現状から，日本から発信できる機関リポジトリのあり方について検

討するのはどうか。 
→紀要の登録というルーチン作業しか機関リポジトリに残らないのは寂しい。 
→ビックプロジェクトではなく，小規模でロングテールの研究や紀要を図書館が支

援できることは，非常に意味がある。図書館が自分の機関で行っている多様な研

究を発掘，PR できるようサポートすることが必要である。 
→小規模な研究や紀要をロングテールという言葉でまとめているが，性質が違う。

確かに紀要は，図書館のルーチンワークに適合したため，機関リポジトリへの登

録数が伸びてきている。ただ，教材等の紀要以外の多様なコンテンツは，リポジ

トリへの登録は進まないのではないか。その点をターゲットとする必要があるの

ではないか。 
→教材の話であれば，MOOCs の前の段階であるオープンコースウェアでは単にア

ーカイブしておけばよかったが，MOOCs では学習コースが設定されているため，

機関リポジトリでのアーカイブには合わない。 
→教材は単純なパワーポイントのアーカイブなどでも十分有効ではないか。 

・機関リポジトリの今後の展望を１０年単位で考えるのか，３年単位で考えるのかに

よって，内容が変わってくる。仮にもし３年単位であれば，紀要等の現状うまくい

っている分野を伸ばすという方針もあり得る。 
→直近の２～３年より，今後の１０～２０年後を見据えたほうがよいのではないか。 

・この１０年の機関リポジトリを総括すると，機関のリポジトリではなく，図書館の

リポジトリにとどまっていたのではないか。 
たしかに図書館のリポジトリとしては，紀要や学位論文を電子化し利用に供すると

いう成果があったが，これらは図書館員として分かりやすい活動である。一方，研

究者，特に人文社会科学系からみると，機関リポジトリは重要な情報源となってい

る反面，単なる情報源にとどまっているともいえる。 
次の段階では，機関リポジトリを，図書館ではなく，研究者のもっと身近な研究者が

教育や研究を進める際の動線上に置くことで，今までにない展開が望めるのではない

か。 
→機関リポジトリで紀要が成功しているのは，研究者の動線上にある CiNii と紀要

とが連携していたためである。ただ，一口に動線といっても，CiNii のように新
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しい動線を作るのか，それとも今ある動線上に機関リポジトリを持って行くのか

で異なる。 
・紀要は機関リポジトリの成功例とはいえない。なぜなら紀要の電子化は，現代の学

術雑誌として当然行うべき電子ジャーナル化を，機関リポジトリをインフラとして行

っただけの，公的機関による Gold OA に過ぎないためである。 
→機関リポジトリの本来の目的を，研究者が書いたものを広く読んでもらうことで研

究者に喜んでもらうこととするなら，既に亡くなったり引退したりした研究者の著

作が収録されている紀要のバックナンバーを読んでもらっても，機関リポジトリ

の目的を達成したといえないのではないか。 
→バックナンバーは機関リポジトリにとって意味がある。 
まず，バックナンバーをたくさん入れてデータが増えることにより，より多くの

研究者の利用を呼び込める。 
次に，機関にかつて所属していた人の著作を広く知らせるために，各機関が出版

活動として紀要の Gold OA 化を行うことは，研究者の情報源の増加のために有

益だと考えられる。 
→機関リポジトリの目的は，その時の状況によって変えていけばいいのではないか。 
→根付いたこの方向を近い将来どうするか，検討が必要でもある。たとえば，人文社

会系での出版プラットフォームとして学内学会誌等の学内の未公開コンテンツの電

子化を促進するのも，意味があるのではないか。 
→紀要の成功は，機関リポジトリの成功ではなく，出版活動の成功に過ぎないので

はないか。 
→機関リポジトリをインフラと考えれば，機関リポジトリそのものの成功ではなく，

機関リポジトリを通して何かを成功させるのを繰り返すことで，目的は達成される

のではないか。 
・戦略的重点課題の（２）について，リサーチ・アドミニストレーター（URA）を採用

している大学が 近多いが、何の仕事を行っているのか。また URA は、機関リポジト

リに対してどのような貢献を求めているのか。 
→Gold OA 化の情勢等について情報提供した際、URA から、それを利用して大学

のランキングや知名度をあげはどうか、といった反応を得た例があった。大学に

よって担当部署は異なるが，副理事などが行っている大学もある。 
 以上の議論を踏まえ，次回委員会までに，今後の活動方針についての草案を委員長と

事務局とでまとめることが了承された。 
 
（６）平成 25 年度機関リポジトリ推進委員会 活動スケジュール（案） 
委員会事務局から資料 6 に基づき，今後のスケジュール案について説明があった。 
協議の結果，平成 25 年 12 月の第 2 回委員会で活動方針や作業部会の確認を行うこ

と，平成 26 年 2 月の連携・協力推進会議で報告後，平成 26 年 4 月から作業部会の活

動開始することが了承された。 
また，以下の内容が了承された。 

 ・図書館総合展で 10 月 29 日（火）に開催される DRF10 で本委員会についてのセッ

ションを実施する。 
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  →セッションの参加者については未定（参加者を決めてから，杉田委員から参加を

打診する） 
 ・DOAJ から会員参加についての案内があった。今後，方針等について，基本的には

国際学術情報流通基盤整備事業運営委員会で検討していく予定であるが，本委員会

でも必要に応じて検討を行う。 
 
（７）その他 
次回については，追って事務局から日程調整をする旨，連絡があった。 

 
以上 


