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XooNIps を利用した東邦大学学術リポジトリの構築
黛

崇仁 *

東邦大学医学メディアセンター佐倉病院図書室

供とその運営管理を行っているネットワークセンターと

Ⅰ．はじめに

ともに，メディアネットセンターを構成している。

大学をはじめとする研究機関が，生産・保有する学術

メディアネットセンターは，サービス対象を大学だけ

的資産を電子的な形態で集積し保存・公開する機関リポ

ではなく 2 つの付属中学・高等学校や佐倉看護専門学校

ジトリは，現在，世界では 1,910 の機関

1）

で，日本国内

2）

を含む法人全体とし，「法人の教育・研究活動の情報発
信の支援」を使命として掲げている。

においても 281 の機関で構築が行われている。
3）

2013年4月1日には学位規則の一部を改正する省令 が

この使命のもとに，これまで「研究業績の公開」
，
「学位

施行され，学位論文のインターネット公表が原則義務化

論文の電子化と公開」
，
「研究資料の公開」と，本学が生

された。公開サーバは，授与機関が運営する機関リポジ

産・保有する学術的資産の公開を推進してきた。

トリ，もしくはそれに相当するサーバを推奨している 4）
ことから，機関リポジトリは広く普及しているととも
に，とりわけ大学においてなくてはならない存在となっ
ている。
東邦大学（以下，本学）においては，機関リポジトリ
5）
として「東邦大学学術リポジトリ」
（以下，本学リポジト

リ）の構築を行い，2013 年 3月23日に正式公開を行った。
本稿では，本学が学術的資産を公開するために行った

1 ．研究業績の公開
従来，冊子と CD-ROM で配布を行っていた東邦大学
業績年報を DSpace6）を用いてデータベース化し，2006
7）
年に「東邦大学研究業績集」
として公開した。

このデータベースでは，2001 年度から2007 年度の研究
業績が公開されている。現在は，本学の業績データベース
8）
である「東邦大学教育・研究業績データベース」
（以下，

これまでの取り組みと，正式公開を行った本学リポジト

業績 DB）に引き継がれ，2008 年度以降の業績が公開さ

リについて報告する。

れている。

Ⅱ．本学リポジトリ構築までの取り組み

2 ．学位論文の電子化と公開

本学は，1925（大正 14）年に創立された帝国女子医

2010 年度における国立国会図書館での学位論文（博

学専門学校を前身とする，医療・理学系に特化した生命

士）のデジタル化実施 9）に参加し，対象となる1991 年度

科学・自然科学系の総合大学である。

から2000 年度の学位論文の電子化を行った。現在は「国

東京都大田区の大森キャンパスに医学部と看護学部
が，千葉県船橋市の習志野キャンパスに理学部と薬学部

10）
立国会図書館デジタル化資料」
において 51 編の博士論

文が公開されている。

があり，医療センターが東京の大森と大橋，千葉の佐倉
の 3 か所に所在する。

3 ．研究資料の公開

メディアセンターは，大森キャンパスにある医学メ

11）
2001 年にまず「バーチャルラボラトリ」
を公開した。

ディアセンター本館および医療センターにあるその分室

このウェブサイトは，学内の研究成果をわかりやすく紹

と，習志野キャンパスにある習志野メディアセンターか

介することをコンセプトとしており，現在は 14 件のコ

らなる組織の総称であり，本学のネットワーク環境の提

ンテンツから構成されている。
12）
2006 年には DSpaceを用いて「海藻データベース」
を

*Takahito MAYUZUMI：〒 285-8741 千葉県佐倉市下志津 564-1.
Tel.043-462-8811（内線 2713） Fax.043-462-8836
mayuzumi@mnc.toho-u.ac.jp
（2013 年 6 月 3 日 受理）

公開し，1 万点以上の海藻標本を検索・閲覧することが
可能となっている。
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これらの海藻標本は吉崎誠本学名誉教授が長年かけて
収集された 8 万 2 千点におよぶ海藻標本の一部である。

ど日本の機関リポジトリのシステムとして必要な機
能がデフォルトで含まれていた。

標本は 2010 年に岩手県山田町に寄贈されたが，その多

3）他の機関リポジトリのシステムと比較・検討を行っ

くが 2011 年 3 月 11日に発生した津波によって流出してし

たが，とりわけ利用者向け画面がデフォルトでもわか

まったため，現在では貴重なアーカイブとなっている。

りやすかった。

また，2009 年には本学創立者である額田豊・晋先生

4）研究会が存在し，ワークショップも活発に行われて

のご実家，額田家から寄贈を受けた医学書のコレクショ

いた。また，国内開発のシステムのため開発にも直接

13）

ンをデジタル化し，
「額田文庫デジタルコレクション」

サポートが受けられやすいのではという期待があった。

として公開した。
このように，インターネットを通じて本学で生産・保
有する学術的資産を広く世界へ発信してきた。しかし，

2 ．システム構成
XOOPS はモジュールをインストールすることにより

公開している研究業績はメタデータのみで本文ファイル

機能を拡張することができ，XooNIps も XOOPS のモ

は公開しておらず，国立国会図書館で行われた学位論文

ジュールとして開発されている。

のデジタル化についても，プロジェクトの対象年度外の

まずは，ベースとなる XOOPS と XooNIps の動作に

学位論文は本学独力での公開を検討する必要があった。

必要なプログラム等をインストールした後，XooNIps と

そのため，本学が生産・保有する学術的資産を保管・

XooNIps を機関リポジトリのシステムとして使用するた

公開するために，機関リポジトリを新たに構築すること

めのモジュールである XooNIps Library-module18）をイ

となった。

ンストールした。
システム構築後，アイコンやタイトル画像の変更と

Ⅲ．東邦大学学術リポジトリの構築

いったテーマのカスタマイズを行い，言語切り替えや

本学リポジトリは正式名称を「東邦大学学術リポジト
リ」といい，サーバの構築は 2011 年 11 月に行った。そ

お知らせ等の機能を実装させるために XOOPS 用のモ
ジュールのインストールを行った（表 1）。

して，公開に必要なモジュールのインストールやカスタ
表 1．インストールした主なモジュール

マイズ等を行い，2012 年 7 月に試験運用版を公開した。
その後，2012年 9月に学内承認を得て，2013年 3月23日，
本学創立者である額田豊先生の誕生日に正式公開を行った。
1 ．システム選定
本学リポジトリのシステムにはXooNIps14）を採用した。
XooNIps はコンテンツマネージメントシステムである
XOOPS15）をベースに，理化学研究所脳科学総合研究セ

モジュール名

説明

ALTSYS

代替システムモジュール

bulletin

お知らせ投稿用モジュール

ccenter

問い合わせ窓口用モジュール

cubeUtils

他言語処理用モジュール

MyX BackUp

バックアップモジュール

none

静的コンテンツ作成用モジュール

XOOPS Analyzer3

統計用モジュール

ンターニューロインフォマティクス技術開発チームに
よって開発されたデータベース基盤システムである。

サーバ構築自体は業者に依頼し，その他のモジュール

オープンソースとして提供されており，機関リポジト
リのシステムとしては 1 つの共同リポジトリと 10 の大
学機関リポジトリにて採用

16）

のインストールやテーマのカスタマイズ等はメディア
ネットセンターで行った（図 1）
。
XooNIpsのインストール方法はXooNIps研究会 16）のウェ

されている。

本学リポジトリのシステムに XooNIps を採用した理
由として，以下の 4 点があげられる。

ブサイトに詳しい。また，XOOPS のモジュールインス
トールやテーマのカスタマイズ方法はインターネットで

1）メディアネットセンターでは前述の通りDSpaceを用

容易に調べることができる。

いたデータベースの構築実績があるが，その経験から
DSpaceでは多種類の異なるデータ，これはコミュニティ
であったりメタデータであったりするが，それらを1 つ
のシステムに登録することが難しかった。
2）日本語対応はもちろんのこと，JuNii2

3 ．外部連携
多様な検索とコンテンツ到達ルートを確保し，可視化
を促進させるために各種サービスプロバイダへ登録依頼

17）

の対応な
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図 1．東邦大学学術リポジトリホームページ

本学リポジトリにおいても，OAI データプロバイダを

NII の学術機関リポジトリデータベース（IRDB）への

はじめ各種ディレクトリに申請を行い，世界中から検索

データ提供については，OAI-PMH によってメタデータ

が可能となっている（表 2）
。

が収集され，JAIRO や IRDB コンテンツ分析からも利用
が可能となっている。

表 2．主な連携先
サイト名

また，本学リポジトリでは IRDB へのデータ提供申請
URL

の際，CiNii 連携申請もあわせて行っているため，IRDB

CiNii

http://ci.nii.ac.jp/

から CiNii へデータの引き渡しが毎週行われ，CiNii か

Google

http://www.google.com/

IRDB コンテンツ分析

http://irdb.nii.ac.jp/analysis/

JAIRO

http://jairo.nii.ac.jp/

OAIster

http://oaister.worldcat.org/

Open Archives Initiative

http://www.openarchives.org/

OpenDOAR

http://www.opendoar.org/

Registry of Open Access
Repositories

http://roar.eprints.org/

学術機関リポジトリ構築
連携支援事業

http://www.nii.ac.jp/irp/

らも検索が可能となっている。
具体的な登録方法についてはデジタルリポジトリ連合
（DRF）の DRF wiki 19）で公開されている機関リポジトリ
新任担当者研修資料や，関連するドキュメントに詳しい。
4 ．ログの収集
アクセスログの収集には，apache のログを解析して解
析 結 果 を HTML で 表 示 す る Webalizer 20），Google が 提
供する高機能な無料アクセス解析ツール Google アナリ
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ティクス 21），XOOPS のアクセス解析モジュール XOOPS
Analyzer3

22）

レクションについても，可視性を向上させるために本文
ファイルは既存のサーバに残したまま，メタデータを本

の設定を行った。

コンテンツの利用状況等は XooNIps の管理画面から

学リポジトリで公開した。

確認することができる。
収集したアクセスログおよびコンテンツの利用状況等
は，集計した上で利用状況レポートとして本学リポジト

5 ．東邦医学会雑誌
東邦大学医学会が刊行している東邦医学会雑誌は，メ
ディカルオンラインで 1981 年から最新号までの論文が

リから公開を行っている。

公開されている。また，CiNii においても 2004 年から

Ⅳ．収載するコンテンツ

2005 年までに発行された論文が公開されている。

正式公開時の収載コンテンツは，許諾の取れた雑誌掲

今後は本学リポジトリでも公開すべく，東邦大学医学

載論文，許諾の取れた学位論文，学内刊行の学術雑誌の

会運営委員会および医学部教授会において本学リポジト

うち東邦看護学会誌，額田文庫であったが，加えて学内

リでの公開が了承された。

刊行の東邦医学会雑誌および教養紀要を収載対象とする

公開に際しては，すべての論文を公開せず編集委員会
にて選定された論文を公開することとなった。

ため，現在準備を進めているところである。

今後，2012 年以降に発行された雑誌掲載論文の中か
ら，編集委員会にて選定された論文を受けて随時公開を

1 ．雑誌掲載論文
現在は著者および掲載誌の許諾がとれた雑誌掲載論文

行う予定である。

2 編を公開している。
機関リポジトリへのコンテンツの収載は一般に研究者の
セルフアーカイブとされているが，コンテンツ充実のため

6 ．東邦大学教養紀要
教養系が刊行している教養紀要については，今まで著
作権に関する記述が投稿規定に存在しなかったため，紀要

に図書館職員が代行登録を行っている例も少なくない。
本学では，後述する業績 DB との連携により，セルフ

担当の教員と協議し，投稿規定に次の条項が追加された。
・著者は原則として，論文の著作権のうち複製権と公衆

アーカイブの実現を目指した。

送信権について，その運用を東邦大学教養紀要編集委
員会に委託する。

2 ．学位論文
博士論文および修士論文を収載対象としており，論文
提出時に許諾書を配布し指導教員の公開許諾が得られた

・委託に同意が得られた論文は，東邦大学ないし関連諸
機関を通じてインターネット上に公開される。
この規定改正により，今後発行される論文のうち，著

論文を公開している。
現在は大学院修了者の学位論文のうち，公開許諾が得

者の公開許諾が得られた論文については，本学リポジト
リにて公開する予定である。

られた 20 編の学位論文を公開している。

Ⅴ．教育研究業績データベースとの連携

3 ．東邦看護学会誌
東邦看護学会が刊行している東邦看護学会誌は，CiNii

前述の通り，本学では業績 DBと本学リポジトリの連携

で 2007 年から 2009 年までに発行された論文が公開され

を行った。これは，登録済みのデータを流用することで，

ている。

データ入力作業の省力化を図るとともに，セルフアーカイ

東邦看護学会誌についても，今後は本学リポジトリで
公開すべく，東邦看護学会理事会において本学リポジト
リでの公開が了承された。

ブの実現を目指すものである。
教員は業績 DB に業績を登録する際，入力項目に新規
追加された「リポジトリ登録区分」
（図 2）にチェックを

本学リポジトリでの公開は，冊子が発行されてから
6 ヶ月後となっており，現在は 2012 年 3 月に発行された
論文が公開されている。

入れ，本文ファイルを登録することによって，リポジト
リへの連携申請が完了する。
メディアネットセンターでは，リポジトリへの連携申請が
許可され本文ファイルが登録された業績を業績 DBより一

4 ．額田文庫

括ダウンロードし，XooNIpsのインポート機能を利用するこ

既にウェブサイトで公開している額田文庫デジタルコ
医学図書館
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図 2．リポジトリ登録区分

図 3．連携の流れ

連携に必要な業績 DB の改修は完了し，2013 年度から

4 ．保守管理体制の確立
今後行われるシステムのバージョンアップやトラブル

本学リポジトリへの連携申請が可能となっている。

対処への対応も含め，リポジトリを長期間にわたって管

Ⅵ．今後の課題

理・運営していくには専門的な知識を持った職員の存在

本学リポジトリは 2013 年 3 月 23 日に正式公開を行っ

が不可欠である。しかし，実際には担当職員の負担や職

た。今後は安定した運用を目指すべく，主に次のような

員の異動等があり難しい。そのため，業者への保守委託

課題について検討を行っている。

も含めて，保守管理体制について検討を行う予定である。

Ⅶ．おわりに

1 ．広報活動
本学リポジトリは正式公開からまだ日も浅く，学外は

本学リポジトリは正式公開したばかりであるが，今後

もとより学内においても認知されているとは言い難い。

は広く認知されるよう広報活動に注力するとともにコン

正式公開にあたっては学内広報誌への記事掲載，本学リ

テンツを充実させ，長期間にわたって安定した管理・運

ポジトリパンフレットの学内配布を行ったが，今後も継

営体制を築きたい。そして，本学リポジトリが既知と未

続して広報活動を行う必要がある。

知，人と人をむすび，世界中の人々の未来をつむぐ存在
となるよう成長を続けたい。

2 ．DSpace で構築した既存データベースの運用
メディアネットセンターでは，前述の通りDSpace で構

本稿は 2012 年 11 月 5 日〜 6 日，東京医科歯科大学で

築した既存のデータベースがある。そのため，各データ

開催された第 19 回医学図書館研究会において発表した

ベースを現状のまま維持管理するか，本学リポジトリに

内容に加筆，起稿したものである。

統合するかについては今後の動向をみて検討を行う予定
である。
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Abstract: Toho University went public on March 23, 2013, with
the Toho University Academic Repositor y. In this paper, we
report on the efforts to date to publish academic assets. The
Toho University Academic Repositor y that was constructed
using XooNIps will also be described.
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