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＜事業計画をたてる＞ 

○どこの部署が事業の主体となるのか整理する。 

○なぜ機関リポジトリを立ち上げるのか 

 ミッションは何かを整理する。    

○自大学や機関のミッション・中期計画にそっ
た計画をたてる 

○長期的な事業展望を描く 

○ロードマップを描く 

 

 

計画 



計画 
＜整理しなければならないポイント＞ 

事業の主体は誰か？ 

 i)図書館の事業なのか？ 

  →従来の図書館業務の延長として計画 

 ii)大学の事業なのか 

  →大学パフォーマンスのデータベース 

     “大学の業績のショーケース” 

   

     後からでは変更が困難 

 

 



計画 

主体は誰なのか？ 

 本来は 
i) 機関として機関所属の研究者に、研究成果を保存・公開

する環境を提供するサービス 

ii) 機関所属の研究者による研究成果を、機関として保存・
公開するサービス 

 

  セルフアーカイビング環境は、機関の構成員への必要最低限 

      のサービスとなるのか？ 

 

    ＊「必要最低限の水準」は、時代とともにあがる。 



計画 

図書館がコンテンツ（紀要や研究者に提供し
てもらった論文等）を収集し図書館が
DspaceやXooNips、JAIRO_Cloudなどの
システムに図書館員が著作権をチェックし、
メタデータを作成、アップロードするもの 
大学の学術成果をオープンアクセスにするこ
とにより、社会への還元、そして大学のアカ
ウンタビリティーをはたす 
 

一般的なイメージ 



計画 
その他のサービスとの違い 

 電子図書館との違いは？ 

・電子図書館は…図書館が所蔵しているものを（公開したいも
のを）公開している。読者のためのサービス。 

・機関リポジトリは…研究者（機関）が公開したいものを研究
者 （機関）が公開している。読者もだが、著者のための
サービス。 

  図書館はその基盤(インフラ)を提供 

 Webページとの違いは？ 

・様々なサービスサイトやポータルサイトからの利用 

   ハーベスティングでメタデータ(書誌データ)の自動収集 

・システムやコンテンツの拡張ができる 

   リンクリゾルバやCiNiiからの利用、研究者業績DBとの
連携 

・永続的なＵＲIの取得…ハンドルシステム(DSpace)… 

 

 



○科学技術・学術審議会学術情報基盤作業部会 （審議まとめ）（平
成２４年７月） 
「学術情報の国際発信・流通力強化に向けた基盤整備の充実につい
て」 
・ 学術情報の国際発信・流通を一層促進する観点から、研究成果の
オープンアクセス化に関しては、積極的に取り組むべきであり、オー
プンアクセスジャーナルの育成とともに、各大学 
等が整備を進めている機関リポジトリの活用も有益。各大学等におけ
る教育研究成果を収集・流通させる機関リポジトリについて、整備を
加速させるためには、大学等が教育研究活 
動をアピールするに当たり、機関リポジトリの整備・充実は重要であ
るとの認識を一層普及させることが必要である。 
 

計画 



○グローバル・リサーチ・カウンシル第２回年次総会（平成２５年５
月） 
→ 日本から日本学術振興会と科学技術振興機構が出席 
・公的研究費による研究論文のオープンアクセスを実施するアクション
プラン（Action Plan towards Open Access to Publications）を採
択 
 
○Ｇ８科学技術大臣及びアカデミー会長会合（平成２５年６月） 
→ 日本から原山優子ＣＳＴＰ議員及び大西隆日本学術会議会長が出席 
・科学的発見やイノベーション、科学の透明化や科学への国民参画等を
加速させるため、科学研究データのオープン化を確約。 
・政府投資による研究成果のアクセスを拡大させる政策を推進する責任
を有することを認識。 
○ＲＣＵＫ International Meeting on Open Access（平成２６年３
月） 
→ 日本から科学技術振興機構が出席 
・Ｇ８科学技術大臣及びアカデミー会長会合のフォローアップ 
 

計画 



ＪＳＰＳ：科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の制度改正（平成
２５年度） 
→ オープンアクセスジャーナルの育成を推進 
○科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の「国際情報発信強化」 
国際情報発信力の強化を行うための取り組み（査読審査、編集、出版及
び 
電子ジャーナルでの流通等）に必要となる経費に対して助成。 
○オープンアクセス誌のスタートアップを重点支援するための応募区分
を新設。 
ＪＳＴ： 
○電子ジャーナルプラットフォーム「Ｊ－ＳＴＡＧＥ」による支援 
→ 平成２４年からＸＭＬへの移行、投稿査読システムの改善等を実施 
○学術情報への永続的なアクセスを保証する識別子（ＤＯＩ）付与の推
進 
→ ＮＩＭＳ、ＮＩＩ、ＮＤＬと共同でジャパンリンクセンターを運営 
○助成研究成果のオープンアクセスの推奨（平成２５年４月） 
→ 「機関リポジトリを基盤として活用し、」「『一定の期間』内の公開
を推奨する旨、公募要領などに明記」(義務化はしていない） 

計画 



ＮＩＩ：学術機関リポジトリ構築連携支援事業、ＪＡＩＲＯ 
Ｃｌｏｕｄ提供 
→ 共用リポジトリサービスの提供により、リポジトリ構築を
促進 
 
ＳＰＡＲＣ Ｊａｐａｎ（国際学術情報流通基盤整備事業：第
４期） 
→ 「ＯＡの推進、学術情報流通の促進および情報発信力の強
化」を基本方針とし、セミナーの開催（平成２５年度は年間
５回）や海外動向調査等を実施 
 
文部科学省：学位規則を改正し、博士論文のインターネット
の利用（原則、機関リポジトリ）による公表義務化（平成２
５年４月） 

計画 



オープンアクセスに関する JST の方針  
平成 25 年 4 月  

独立行政法人科学技術振興機構  

 

 公的資金による研究成果のオープンアクセス化は、デジタル化とインターネッ
トによる情報流通基盤の普及により世界的な流れとなっており、第４期科学技術
基本計画においても推進すべきとされている。オープンアクセス化は、公的助成
を受けた研究の支援と成果の透明性を把握するとともに、研究成果を広く国民に
発信・流通させ、研究者と国民との科学技術コミュニケーションを推進し、新た
なイノベーションの創造に貢献するために不可欠である。  
 このような状況を踏まえ JST は、日本の科学技術情報流通の中枢機関として、
また、科学技術イノベーション創出のための公的研究費資金配分機関として、
JST の研究費で推進される研究課題において得られた学術論文等の研究成果に
ついて、オープンアクセス化を推進する。推進にあたっては、世界の科学技術情
報流通の最新の状況と、国内外の研究資金配分機関による取り組みを参考にし、
独立行政法人日本学術振興会や国立情報学研究所等国内の関連機関と連携をとり
つつ、協調的に進める。  

http://www.jst.go.jp/pr/intro/pdf/policy_openaccess.pdf 

計画 



・研究者の発表するジャーナルからの許諾や研究者が行う機関リポジトリへの
提出作業の軽減など、機関リポジトリ利用による研究者負担が軽減されるため
の方策を講じる。  
・オープンアクセス化には学術情報の標準化が重要であり、ジャパンリンクセ
ンター等を活用した我が国の学術情報に対する国際識別子（DOI）付与につい
ても並行して推進する。  
・各所属機関のリポジトリを利用することを基本とするが、リポジトリを有し
ないなどの機関には JSTが運営するリポジトリ等の準備を検討する。  
・JST が運営する J-STAGE がオープンアクセス機能を有することから、
オープンアクセス誌の誘導も可能である。  

  
※「一定の期間」とは、１年以内程度を目途とし、また、公開する文書の内容は、著者
最終原稿等とする。  

http://www.jst.go.jp/pr/intro/pdf/policy_openaccess.pdf 

計画 



計画 
＜整理しなければならないポイント＞ 

なぜ機関リポジトリを立ち上げるのか 

ミッションは何かを整理する。 

 

  ・動機はいろいろあると思うが 

   （研究成果発信、紀要電子化などなど） 

   整理しておいたほうが良い。 

  ・機関によって、状況は異なるので、自分 

   の機関の状況にあわせて考える 

 



 機関によってポリシーは違うのだから、
機関リポジトリのポリシーだって異なる
（教育大学なのか、研究大学なのか、研究
所なのか・・・）。 
 それぞれの機関リポジトリは、それぞれ
の大学でポリシーを決めなければならない 
 機関リポジトリを立ち上げないという判
断だってありうる！ 

流されない！ 

計画 



計画 
＜整理しなければならないポイント＞ 

○自大学や自機関のミッション・中期計画に 

 そった計画をたてる 

○長期的な事業展望を描く 

  ・経営層の理解が重要！ 

  ・図書館だけで進めるのは困難 

  ・教員のメリットとペナルティを明確に 

      人は理念では動かない 



計画 

※H21学術ポータル担当者研修「リポジトリ概論」より 

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 

ロードマップを描く 
 



計画 

※H21学術ポータル担当者研修「リポジトリ概論」より 



計画 

※H21学術ポータル担当者研修「リポジトリ概論」より 



○機関内合意・オーソライズ 

○方針・規定類の策定 

○経費確保 

○システム計画 

○メタデータ設計 

準備 



準備 
機関内合意・オーソライズ  

＜こういう方向で経営層の合意形成をはかることをおススメします＞ 

 

①「機関リポジトリは大学の事業として実
施する」 

②「図書館はリポジトリの運営に主導的な
役割を果たす」 

 

       全学的な理解と協力が必要 

 



方針・規定類の策定 

 －運用指針を作る 
   ・管理・運営主体 

   ・コンテンツ提供者 

   ・登録可能なコンテンツの種類 

   ・著作権処理 

   ・コンテンツの利用条件 

   ・コンテンツの削除条件 

   ・免責事項 

 －他大学・機関の指針を参考に 

 －DRF  
http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/index.php?運営指針一覧 

準備 



準備 
【運用指針の例】 
千葉大学学術成果リポジトリ運用指針 

平成 17 年 2 月 1 日 

附属図書館運営委員会制定 

平成 22 年 3 月 30 日 

情報化推進企画室図書館専門部会改正 

（千葉大学学術成果リポジトリ） 
１．千葉大学附属図書館は，千葉大学（以下「本学」という。）において作成された電子的な学術研究成果を
収集し，千葉大学学術成果リポジトリ（以下「リポジトリ」という。）に恒久的に蓄積・保存し，学内外に無償で
発信・提供することにより，本学の学術研究の発展に資するとともに，社会に対する貢献を果たすものとする。 

（登録） 
２．登録対象となる学術研究成果は以下の要件を満たすものとする。 

（１）学術的な研究の成果であること。 

（２）本学においてその主要な部分が作成されたものであること 

（３）電子的フォーマットで作成されていること 

（４）ネットワークを通じて配信できること 

３．リポジトリに学術研究成果を登録できる者（以下「登録者」という。）は以下のとおりとする。 

（１）本学に在籍する，または在籍したことのある教職員及び大学院生 

（２）その他附属図書館長が特に認めた者 

４．リポジトリに学術研究成果を登録することを希望する者は，別紙の「千葉大学学術成果リポジトリ登録者
申請書」を附属図書館長に提出し，登録システムのユーザ ID 及びパスワードの発行を受けることとする。 

５．登録者は，リポジトリの登録システムを通じて，自らが作成したもしくは作成に関わった学術研究成果を登
録することができる。 

６．前二項に関わらず，３項に定める者の学術研究成果について，作成者（著作権が第三者に譲渡されてい
る場合には，当該著作権者を含む。）の了解が得られた場合には，附属図書館は作成者に代わって当該学
術研究成果を登録することができる。 



経費確保 
①初期構築 

②運営経費 

 ・システム運用コストがほとんど 

 ・DTP化が進んでいるので、印刷業者からの  

  PDF入手コストも下がっている。 

 ・スキャナが安価になってきているので、デ 

  ジタル化のコストは劇的に下がっている 

  （複合機で可）。 

 ・人件費をどう計算するか？←計算しない？ 

 

      

  

準備 



 予算のシステムが国立大と私立
大、機関の規模でまったく異なる
ので、予算確保については一般的
なことは言えないが、国立大の場
合、保守費用を新たに予算化する
のは意外と難しい。  

      

  

準備 



準備 

１）自力構築  

  ・自力でセットアップ 

  ・委託 

  ・パッケージ導入レンタル？買い取り？ 

２）共同（地域）リポジトリ 

３）共用リポジトリ（JAIRO Cloud) 

システム計画 →コスト面での最大の問題 



準備 

＜自力で構築する＞ 
・オープンソースのソフトウェアが多いの
で、極めて安く構築できる（人件費をカウ
ントしなければ・・・） 
 Dspace、eprints、WEKO、 
・初期の構築機関は、自力構築が多かった 
・しかし、担当者のスキルに負うので継続
性に難。 
 
   



準備 

＜構築・運用の委託＞ 

・Dspace等の構築・運用を請け負
う業者はある。 
・保守料金をどうするかが問題 
 



準備 

＜商用パッケージ導入＞ 
・レンタルと買い取りの場合がある。 
・買い取りの場合、保守費用の捻出が課題。 
・レンタルは、図書館システムの中に 
 組込む場合が多く、予算の確保が比較的 
 容易。 
 →使用している図書館システムが 
  対応しているか？ 



準備 

＜共同(地域)リポジトリへの参加＞ 
・地域の国立大学を中心に立ち上げた
ケースが多い（Shareプロジェクト） 
・地域の国立大学の姿勢によるところ
が大きい。 
・作業分担はどうなるか？ 
・経費分担はどうなるか？  
 



準備 

＜共用リポジトリJAIRO Cloud)の利用＞ 
 
・NII提供のリポジトリサービス 
・セットアップされた状態で、サービスが提供さ
れるため、極めて短期間で構築可能。 
・現時点では無料だが、いずれ課金開始 
（課金開始時期が平成28年度以降になるのは 
 確実だが、正確なところは流動的） 
 
 



準備 

「持続的運用に向けたJAIRO Cloud有料化の提案」より 

https://community.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=161&file_id=22&file_no=1 

現在提案されている料金表（確定版ではないので注意！） 



準備 

システム計画 
 ○基幹システム導入 

 ○サーバ、ソフトウェア導入 

  ・初期設定 

  ・初期データ登録 

 ○外部システム連携 

  ・各種インターフェースの開発 

 ○システムの見直し・増強 

  ・ハードウェア増強 

  ・信頼性見直し 

  ・データ長期保存検討 

  ・セルフアーカイブシステムの充実 



メタデータ設計 

 

○設計というと大げさだが 

 メタデータ入力のマニュアルは準備して 

 おいたほうが良い 

   → NIIのjunii2のマニュアルは 

    「記述」についての記載がないので 

     実際の登録には不十分。 

         

   
    

準備 



１）広報 

２）システム構築 

３）初期コンテンツの収集 

３）著作権処理・メタデータ入力・ＰＤ
Ｆ作成 

４）公開 
 

構築 



構築 

(1)公開までのスケジュールを決める 
 → ズルズルいかないように 
    
(2)継続的なサービスに育てるため 
  には、ドキュメントは大事！！！ 
   →作業記録、議事録・・・     
 



いかに安定的に運用するか？ 
 

 （１）コンテンツの継続的な収集 

 （２）システムの運用 

 （３）人材育成 

 

 イキオイで構築はできるが、運用はできない 

運用 



（２）システム運用・管理 
バックアップ・アップデート・システム更新・機能開発 

 

  ・カスタマイズはリスクを覚悟で！ 

    そのシステムを、いつまで使う？ 

     自分はいつまで担当する？ 

  ・カネで解決できることはカネで 

    自力でがんばらない 

 

運用 



（3）人材育成 
    

   ○ 引き継ぐ者がいないのは誰のせい？ 

     同僚？管理職？経営者？ 

     それとも自分？ 

   ○ 専任の担当者を置ける機関はごく一部 

   ○ 図書館全体の人事バランスの中で 

      どう位置付けるか？    

    

 

運用 



最後に 
○構築コストは確実に下がっている。 
○「継続は力」だが、はじめるよりつづけるほうが難しい。 
○フリーは無料ではない、オープン化するためには様々なコス
トがかかるので、それをちゃんと考慮した持続可能な運用体制
を。 
○一度オープンアクセスにしたら、辞めるのは図書館を廃館す
るとき、という覚悟が必要。 
○図書館だけでは続かない、経営層の理解者と教員層の協力者
をふやす。 
○人は理念では動かない、メリットもしくはペナルティ。 
○自分の努力は自己満足ではないか？図書館全体の業務の 
 バランスを常に意識する。 



Thank You! 

misumit@chiba-u.jp 
Ashizuri Kaiyokan Aquarium, Kouchi 



おまけの資料 
 

JAIRO Cloud移行を 

検討している機関へ 

 
※ 以下は図書館総合展の資料です 



 JAIRO Cloudは平成24年度から運用が
開始された国立情報学研究所提供のSaaS型
の機関リポジトリサービス。   
 参加機関には、機関リポジトリシステム
WEKOをインストール済みの環境が提供さ
れるため、各大学の担当者は、ハードウェ
アおよび機関リポジトリシステムの管理か
ら解放されるという大きなメリットがある
。 

JAIRO Cloudとは 



https://community.repo.nii.ac.jp/service/ 





JAIRO Cloud  移行事前相談フォーム 



前田朗. “JAIRO Cloud移行実験について”. オープンアクセス・サミット2014 : 第2部
未来への飛翔～機関リポジトリの更なる発展を目指して : セッション2 JAIRO Cloud

の新展開. 東京, 2014-10-21-22, 国立情報学研究所. 

http://www.nii.ac.jp/irp/event/2014/OA_summit/docs/2_03.pdf, (参照2014-11-04) 



JAIRO Cloud移行の手引き 

【1】検討 
【2】計画 
【3】実行 
【4】移行終了後 



マニュアル対応表 

公開 非公開 



【1】検討 

1.JAIRO Cloudの特徴 
 

○ JAIRO Cloudは平成24年度から運用が開始された国
立情報学研究所提供のSaaS型の機関リポジトリサービス。   
 参加機関には、機関リポジトリシステムWEKOをイン
ストール済みの環境が提供されるため、各大学の担当者は、
ハードウェアおよび機関リポジトリシステムの管理から解
放されるという大きなメリットがある。 
 
○ DOI付与、多様なデータ出力、様々な情報源による 
データ入力補助機能などをもつ。またメタデータも、柔軟
に変更が可能。  
 
○ 使用料は現時点では無料であるが、平成28年度から 
課金開始の予定。 



個人的に借りている、レンタルサーバーにインストール 
してみました 

月額250円（税抜）の安いサーバーです） 



ハーベスティングにも対応 

一通りの機能は最初から 
揃っています 



CiNii等の 

データ流用 

による入力 

補完が可能
です 



【1】検討 

2.移行前に調べておかなければならないこと 
 
1) 機関リポジトリのシステム 

○ 運用システムの種類 
・Dspace、XooNips、E-Repository、NALIS-RはNII側でデータ 
 抽出ツールと変換フィルタを準備ずみ 
・その他のシステムの場合は、所定のフォーマットのメタデータと 
 本文ファイル、メタデータ変換フィルタを準備する必要あり。 
・準備済みのソフトであっても、カスタマイズがどの程度されているかを 
 調べる必要あり ← JAIRO Cloudへ移行できるかどうかは要検討  
・NIIが抽出ツール準備済みでも、データベース接続用のPeal 
 モジュールがインストールされていることが前提なので要確認。 
  # 追加インストールが必要になる可能性あり 

 
○ディスク容量の確認 
  # 圧縮作業で、作業領域が必要となる 



【1】検討 

2) コンテンツの中身の確認 
 
・移行コンテンツ数の確認（移行期間に影響） 
 
・HTMLファイルの場合で、本文中に画像を表示している場合、
JAIRO Cloud移行後は画像が表示されなくなる（パスが自動では書
き換わらない）。 
 
・学内限定公開コンテンツは、JAIRO Cloudでは対応できない（認
証が必要になります）。 
 

3) 移行後のライセンスの確認 
 # クリエイティブコモンズ対応で、柔軟にライセンスが 
  選択可能ですが、それを生かすためには、登録申請の様式 
  なども修正が必要かと思います 





表示 
原作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）を表示することを主な条件とし、改変はもちろん、営利
目的での二次利用も許可される最も自由度の高いCCライセンス。 
•                    

表示—継承 
原作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）を表示し、改変した場合には元の作品と同じCCライセ
ンス（このライセンス）で公開することを主な条件に、営利目的での二次利用も許可されるCCライセ
ンス。 
•                    

表示—改変禁止 
原作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）を表示し、かつ元の作品を改変しないことを主な条件
に、営利目的での利用（転載、コピー、共有）が行えるCCライセンス。 
•   

表示—非営利 
原作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）を表示し、かつ非営利目的であることを主な条件に、
改変したり再配布したりすることができるCCライセンス。           
 

表示—非営利—継承 
原作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）を表示し、かつ非営利目的に限り、また改変を行った
際には元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開することを主な条件に、改変したり再配布
したりすることができるCCライセンス。 
 

表示—非営利—改変禁止 
原作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）を表示し、かつ非営利目的であり、そして元の作品を
改変しないことを主な条件に、作品を自由に再配布できるCCライセンス。 



【2】計画 

・作業担当者の決定 
 
・移行コンテンツの確定 
 
・データコンバートフィルタの確認 
 
・NIIとの相談・申請 
 
・移行スケジュールの確認 



  
【３】実行 

 ＜移行ツール対応のシステムの場合＞ 
１．事前準備 
・移行ツールのセットアップ 
  ＃ UNIXの知識がある程度必要 
 
・FTPソフトの設定 
 
・scfwのセットアップ 
 i) インストール 
 ii) 標準フィルタの設定および各機関にあわせて修正 
  iii) JAIRO Cloudへの接続設定および接続確認 
 
・JAIRO Cloudのユーザー設定 
 ＃ 管理者設定および作業用アカウント登録 



  
【３】実行 

 ２．移行テスト 
 
１．データ抽出ツールのparm.iniを設定（UNIX上の作業） 
 
２．データ抽出実行 
 
３．データをFTPでローカルPCへ 
 
４．scfwで一括登録 
 
５．JAIRO Cloudでアップロード確認 
 
 ※ テストは十分に行うこと。 



  
【３】実行 

 ２．移行作業 
 
１．データ抽出ツールのparm.iniを設定（UNIX上の作業） 
 
２．データ抽出実行 
 
３．データをFTPでローカルPCへ 
 
４．scfwで一括登録 
 
５．JAIRO Cloudでアップロード確認 
データが確認できたら、上記の１に戻り、登録を繰りかえす 
 ※慣れてきたら、１～３と４は平行作業も可です 
  すべてのデータ登録が終了したらインデックス、アイテムタイプの 
  確認を行ってください。特にアイテムタイプは、重複で出来てし 
  まっているので整理してください。 



  
【３】実行 

 ＜移行ツールが未対応のシステムの場合＞ 
・何らかの方法でメタデータと本文ファイルを抽出し、ローカルPCへ 
 
・scfｗのルールにあわせて、メタデータファイルを加工 
 
・コンバートフィルタを作成 
 
・一括登録 
  
基本的に個別対応となりますので、NII側と十分に相談してください 



 【４】移行終了後 

１．データ確認の上、NIIに報告 
 
２．公開日の決定 
 
３．旧システムの停止日の決定 
 
４．広報作業 
 
５．移行！ 


