
デジタルリポジトリ連合
Digital Repository Federation 平成22年度の活動

DRF技術ワークショップ
DRFtech-Kyoto 技術と研究が出あうところは
京都大学（平成21年9月7日）

谷藤幹子（物質・材料研究機構）

「はじめに」

行木孝夫（北海道大学 准教授）

「Network of Digital Repository in mathematics community」

轟眞一（物質・材料研究機構 主幹研究員）

「セルフアーカイビング事例から読み解く研究情報環境が備えるべき機能」

植田憲一（電気通信大学 教授）

「オンライン学術出版とパーソナルライブラリー」

米田仁紀（電気通信大学 教授）

「Science Repositories : 立場，視点，権利，責務」

坂東慶太（My Open Archive）

「草の根リポジトリ活動から見た，学術情報とリポジトリ」

Malte Dreyer（マックスプランクデジタルライブラリー）

「New Phase of eSciDoc – Solution for eScience, Comparison of IR 
software」

高久雅生（物質・材料研究機構 エンジニア）

「NIMS eSciDoc – A Feedback from Japanese Aspects 」

杉田茂樹，鈴木雅子（デジタルリポジトリ連合）

「“Beyond Institutional Repositories”及び“Beyond Romary & 
Armbruster on Institutional Repositories” レビュー」

長神風二（東北大学 特任准教授）

「リポジトリからe-Scienceへ : サイエンスコミュニケーターからの提案」

古賀崇（京都大学 准教授）

「IFLA（国際図書館連盟）2009年ミラノ大会参加報告 : オープンアクセス関連の
発表を中心に」

近畿地区
DRF地域ワークショップ
大阪大学（平成21年9月18日）

永井一樹（兵庫教育大学）

「IRのことを考えながら，ILLの仕事をする」

研修

土出郁子（大阪大学）

「使われてなんぼのリポジトリを作ろう」「資料電子化の実際」

中山貴弘（神戸大学）

「著作権処理実務」

前田信治（大阪大学）

「データバックアップ講座」「アクセスログの解析」

大西賢人（京都大学）

「リポジトリのメタデータ概論」

事例報告

岩澤尚子（香川大学）

「リポジトリ後発館から ～事例報告：香川大学の場合」

磯野肇（奈良大学）

「私学でリポジトリ!? ～一人で構築、リポジトリ構築日記」

DRF主題ワークショップ（医学・看護学）
東京慈恵会医科大学（平成21年10月3日）

内島秀樹（金沢大学）

「ごあいさつ」

＜講演＞

中木高夫（日本赤十字看護大学）

「EBM時代のリポジトリ」

＜医学系リポジトリの事例＞

東京女子医科大学 杉山尚子
東京歯科大学 阿部潤也

＜パネルディスカッション。フロアとの意見交換＞

下原康子（千葉県がんセンター患者相談支援センター患者図書室）

新谷益朗（東京歯科大学口腔科学研究センター）

鈴木宏子（千葉大学）

松田真美（医学中央雑誌刊行会）

DRF技術ワークショップ軽井沢
国立情報学研究所軽井沢セミナーハウス（平成21年10月7日～10日）

第５回DRFワークショップ
「2009年，いま改めてリポジトリ」
パシフィコ横浜（平成21年11月11日）

＜リポジトリがより活用されるために＞

進行 : 武内八重子（千葉大学）

山村高淑（北海道大学観光学高等研究センター 准教授）

岡田淳子（日本赤十字広島看護大学 准教授）

岩澤尚子（香川大学）

＜これから始める機関のための隣のリポジトリ事情＞

進行 : 加藤信哉（東北大学）

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部 高野聡
広島経済大学 辻水衣
九州工業大学 徳安由希
長崎県立大学 永尾仁美

＜今さら訊けないリポジトリのAtoZ＞ 進行 : 前田信治（大阪大学）

久保いくこ（横浜国立大学）

斎藤未夏（筑波大学）

鈴木正紀（文教大学）

土出郁子（大阪大学）

外崎みゆき（関東学院大学）

森一郎（千葉大学）

DRF/ShaRe地域ワークショップ兵庫
関西学院大学（平成21年12月17日）

<機関リポジトリ実務講義＞

上田大輔（広島大学）

「概論・コンテンツ収集」

土出郁子（大阪大学）

「メタデータ・著作権」

尾崎文代（広島大学）

「共同リポジトリ概論」

事例報告

神戸大学 中山貴弘
関西学院大学 安本裕和
兵庫教育大学 永井一樹
武庫川女子大学 安波敬子
奈良県立医科大学 鈴木孝明
鳥取大学 金子尚登
中国学園 いが崎直子
広島市立大学 中請真弓

DRF地域ワークショップ（東北地区）
東北大学（平成22年1月7日～8日）

<機関リポジトリ初めの一歩＞

加藤信哉（東北大学）

「機関リポジトリ概論」

片山俊治（東北大学）

「事業戦略」

三上豊（弘前大学）

「事業戦略」

鈴木雅子，吉光紀行（小樽商科大学，山口大学）

「研究者へのアプローチ・模擬説明会」

事例報告

弘前大学 三上豊
東北大学 菅原透
山形大学 津田ひろ子
福島大学 河野忠市
札幌医科大学 今野穂

長神風二（東北大学）

「研究者の視点から」

森一郎（千葉大学）

「ROAT ＆ UsrCom」

尾崎文代（広島大学）

「ShaRe」

鈴木雅子,阿部潤也,岩澤尚子,杉田茂樹（小樽商科大学,  
東京歯科大学, 香川大学, 北海道大学）

「IRcuresILL」

菊池良直（東北大学）

「DRFIC2009報告」

杉田茂樹（北海道大学）

「周辺動向」

講演「機関リポジトリの今」

佐藤義則（東北学院大学）

＜なんでも相談会＞ 司会： 尾崎文代（広島大学）

第6回DRFワークショップ
「これまでの5年間, これからの5年間」
北海道大学（平成22年2月5日）

＜これまでの5年間＞

杉田茂樹（北海道大学）

鈴木雅子（小樽商科大学）

前田信治（大阪大学）

斎藤未夏（筑波大学）

内島秀樹（金沢大学）

尾崎文代（広島大学）

森一郎（千葉大学）

杉田いづみ（国立情報学研究所）

＜これからの5年間＞ パネルディスカッション

座長：土屋俊（千葉大学）

片山俊治（東北大学）

関川雅彦（筑波大学）

杉山宗武（千葉大学）

内島秀樹（金沢大学）

石井道悦（広島大学）

杉田福夫（北海道大学）

DRF地域ワークショップ（環日本海）
金沢大学（平成22年2月17日～18日）

小山憲司（三重大学）

「学術コミュニケーションの現在」

佐藤翔（筑波大学）

「リポジトリログ分析による学術情報流通の諸側面」

高田良宏（金沢大学）

「研究室に埋蔵されている研究・教育資料公開の試み」

パネルディスカッション

座長： 内島秀樹（金沢大学）

話題提供： 杉田茂樹（北海道大学）

環日本海域のリポジトリ事例報告

北海道大学 紙谷五月
小樽商科大学 鈴木雅子
山形大学 土屋直之
新潟大学 高橋昌子
金沢大学 守本瞬
北陸先端科学技術大学院大学 寺田美樹
福井大学 水上満雄
島根大学 加本純夫
九州大学 吉松直美

DRF地域ワークショップ（四国地区）
高知工科大学（平成22年2月19日）

藤森敬三（高知工科大学）

「教員評価と機関リポジトリの相互作用」

土出郁子（大阪大学）

「機関リポジトリ概論」

尾崎文代（広島大学）

「共同リポジトリ概論」

前田信治（大阪大学）

「システムの安価な構築方法」

事例報告

徳島大学 折原善彦
鳴門教育大学 山本豪
愛媛大学 仙波行茂
香川大学 岩澤尚子
高知大学 小吉百合

DRF International Conference 2009
Open Access Repositories now and in the future - from the global and Asia-Pacific points of view

東京工業大学（平成21年12月3-4日）

土屋俊（千葉大学）

「What now ? : Beyond publishing and libraries」
安達淳（国立情報学研究所）

「A Retrospective of NII Projects on New Perspectives in CSI」

<成熟と展望： 電子環境下の科学・研究・出版>
座長： 土屋俊 (千葉大学)

Salvatore Mele (CERN)

「高エネルギー物理学における学術情報流通のイノベーション」

Alicia López Medina (COAR/UNED)

「データ中心科学のためのデータリポジトリ・インフラ」

David Shulenburger (Association of Public and Land-grant Universities) 

「研究成果の展開・普及のために不可欠なリポジトリの役割」

<多様性への姿勢> 座長： 栗山正光（常磐大学）

Susan Gibbons （University of Rochester)

「文献提供者を理解し、よりよいリポジトリをデザインする」

Simon Bevan （Cranfield University）

「アドヴォカシー、コンテンツ獲得、そして研究プロセスにおけるリポジトリ」

佐藤翔 （筑波大学)

「機関リポジトリにおけるワーキングペーパーの利用にRePEcが与える影響」

鈴木雅子 （小樽商科大学)

「IRとILLを交差させる」

谷藤幹子 （物質・材料研究機構)

「NIMS eSciDoc における e-Science 展開」

David Palmer (University of Hong Kong) 

「ResearcherPages」機関の方針に対する研究者の賛同を獲得」

<アジア太平洋地域における機関リポジトリの現状と展望>
座長： 竹内比呂也 (千葉大学)

Peter Sefton (University of Southern Queensland)

「高エネルギー物理学における学術情報流通のイノベーション」

Simon C. Lin, Ya-Ning Chen (Academia Sinica) 

「データ中心科学のためのデータリポジトリ・インフラ」

内島秀樹 (金沢大学)

<ポスターセッション> 座長： 岩井雅史(信州大学)
日高真子 力石浩孝 鈴木雅子 高久雅生 平川正人 岩
井雅史 池尻亮子 佐藤翔 行木孝夫 馬場謙介 宇陀則
彦 守本瞬 杉田茂樹 斎藤未夏 野中雄司 大園岳雄

デジタルリポジトリ連合運営委員会
（平成22年5月26日現在）

石井道悦（広島大学図書館副館長）
入江伸（慶應義塾大学メディアセンター本部課長）
内島秀樹（金沢大学情報部情報企画課長）
片山俊治（東北大学附属図書館事務部長）
杉田茂樹（小樽商科大学学術情報課長）
杉山宗武（千葉大学情報部学術情報課長）
関川雅彦（筑波大学附属図書館副館長）
逸見勝亮（委員長・北海道大学附属図書館長）

参加機関： 旭川医科大学, 小樽商科大学, 帯広畜産大学, 北見工業大学, 札幌医科大学, はこだて未来大学, 北海道大学, 北海道教育大学, 室蘭工業大学, 青森県立保健大学, 弘前大学, 岩手大学, 東北大学, 秋田大学, 山形大学, 福島大学, 福島県立医科大学, 茨城大学, 産業技術総合研究所, 筑波大学, 農林水
産研究情報総合センター, 物質・材料研究機構, 群馬大学, 跡見学園女子大学, 埼玉大学, 城西大学, 聖学院大学, 文教大学, 千葉大学, 東京歯科大学, 日本貿易振興機構アジア経済研究所, 放射線医学総合研究所, 慶應義塾大学, 駒澤大学, 聖路加看護大学, 東京医科大学, 東京外国語大学, 東京家政大学, 東京工
業大学, 東京女子医科大学, 法政大学, 早稲田大学, 関東学院大学, 総合研究大学院大学, 長岡技術科学大学, 新潟大学, 新潟国際情報大学, 新潟青陵大学, 金沢大学, 北陸先端科学技術大学院大学, 福井大学, 都留文科大学, 山梨大学, 山梨県立大学, 信州大学, 岐阜大学, 自然科学研究機構核融合科学研究所, 
静岡大学, 静岡県立大学, 浜松医科大学, 愛知教育大学, 名古屋工業大学, 三重大学, 滋賀大学, 滋賀医科大学, びわこ成蹊スポーツ大学, 京都教育大学, 京都工芸繊維大学, 京都府立医科大学, 国際日本文化研究センター, 同志社大学, 立命館大学, 龍谷大学, 大阪大学, 大阪教育大学, 大阪女学院大学・短期大学, 
大阪市立大学, 大阪府立大学, 近畿大学, 国立民族学博物館, 関西学院大学, 神戸大学, 神戸市外国語大学, 神戸松蔭女子学院大学, 兵庫教育大学, 奈良大学, 奈良教育大学, 奈良県立医科大学, 奈良女子大学, 奈良先端科学技術大学院大学, 鳥取大学, 島根大学, 島根県立大学, 岡山大学, 広島大学, 広島工業大
学, 広島市立大学, 山口大学, 徳島大学, 香川大学, 愛媛大学, 高知大学, 高知工科大学, 九州大学, 九州工業大学, 九州女子大学・九州女子短期大学, 福岡教育大学, 佐賀大学, 長崎大学, 長崎県立大学, 熊本大学, 大分大学, 別府大学, 立命館アジア太平洋大学, 宮崎大学, 鹿児島大学, 沖縄国際大学, 琉球大学
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