
第 3 回オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会議事要旨 

 

1. 日 時：2018年 2月 2日（金）：13:30－17:00 

2. 場所：国立情報学研究所 20 階実習室 

3. 議事： 
１． 第 2回運営委員会議事要旨案について（確認） 

２． メール審議結果について（報告） 

３． JPCOAR会員機関参加状況について（報告） 

４． 2017年度予算執行状況について 

５． 2017年度決算中間報告について 

６． 2017年度活動報告について 

７． 2018年度タスクフォース設置について 

８． 2018年度事業計画について 

９． 2018年度予算について 

１０． 会則等の改正について 

１１． 2017 年度総会の開催について 

１２． 2018 年度会長、運営委員について 

１３． その他 

１ 研修の地方開催について 

２ 賛助会員について 

３ NII 支援依頼について 

 

4. 出席者： 
（委員） 

島  文子 北海道大学附属図書館事務部長 
岡部 幸祐 筑波大学学術情報部長 
荘司 雅之 早稲田大学図書館事務部長 
熊渕 智行 東京大学附属図書館総務課長 
増井 ゆう子 国文学研究資料館古典籍共同研究事業センター事務室副室長 
高橋 菜奈子※ 千葉大学附属図書館利用支援企画課長 
鈴木 秀樹 京都大学附属図書館 図書館企画課長 
佐藤  翔※ 同志社大学免許資格課程センター 助教 

加川 みどり 神戸松蔭女子学院大学図書館 



尾崎 文代 鳥取大学学術情報部図書館情報課長 
山本 和雄 琉球大学附属図書館事務部長 

山地 一禎 
国立情報学研究所オープンサイエンス基盤研究センター長／コ

ンテンツ科学研究系准教授 
小野  亘 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 

  ※高橋委員、佐藤委員は TV 会議参加 

（監事） 
宇佐見 博 立教大学図書館事務部長 
森  いづみ 信州大学附属図書館管理課長 

（陪席） 
江川 和子 国立情報学研究所学術基盤推進部次長 
小陳 左和子 国立情報学研究所学術基盤推進部図書館連携・協力室長 

（事務局） 
船山 桂子 国立情報学研究所学術基盤推進部図書館連携・協力室係長 
丸山  寛 国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課研究成果整

備チーム事務補佐員 
（欠席） 

鈴木 正紀 文教大学越谷図書館長補佐 
原田 博英 神戸市外国語大学学術情報センターグループ長 

 

＜配付資料＞ 
第 3 回オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会出席者名簿 
資料 1  第 2 回オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会議事要旨 
資料 2  メール審議結果（報告：11 月以降） 
資料 3  JPCOAR 会員機関参加状況（報告：11 月以降） 
資料 4  2017 年度予算執行状況（報告：2018 年 1 月現在） 
資料 5  2017 年度決算報告（経過報告）（案） 
資料 6  2017 年度オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）活動報告

（案） 
資料 7  2018 年度タスクフォース設置について（案） 
資料 8-1  2018 年度オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）事業計画

（案） 
資料 8-2  2018 年度オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）作業部会・

タスクフォース活動計画（案） 



資料 9  2018 年度予算（案） 
資料 10  会則改正案 
資料 11  2017 年度オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）総会の開催

について 
資料 12  2017 年度総会での活動報告案 
資料 13  2018 年度オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会委員案 
資料 14  2018 年度 NII 支援依頼案 
机上配付 1   千葉大学における CHORUS 機関ダッシュボード・サービスの利用開始に

ついて（情報提供） 
机上配付 2 『大学図書館研究』への原稿執筆について（依頼） 
 
5．議事 
（１）第 2 回運営委員会議事要旨案について（確認） 

岡部委員長より、資料 1 について説明があった。修正意見は 2018 年 2 月 7 日（水）まで

にメーリングリスト上で意見を提出することとなった。 
（追記）記載内容 2 箇所に対する修正意見が出され、メーリングリスト上での審議後こ

れを修正した。 
 
（２）メール審議結果について（報告） 
岡部委員長より、資料 2 に基づきメール審議結果についての報告があった。 

 
（３）JPCOAR 会員機関参加状況について（報告） 

岡部委員長より、資料 3 に基づき 543 機関の参加があることが報告された。 
 
（４）2017 年度予算執行状況について 
 財務担当小野委員より、資料 4 に基づき説明があり、意見交換のうえ、確認された。 

 2018 年度も会員増による予算増額があると思われるが、どのような対応を行

う予定か 
 2018 年度は、2017 年度に比べて会員が大幅に増える予測はしていない。若干

の会員増となり、その会費は予算計画内で執行可能であると想定している。 
 「使途」について「ミーティング」のみの記載だと何に使用しているかが分か

らないため、備考欄に旅費等内容を記載してはどうか 
 備考欄への補記を検討することとした。 

 
（５）2017 年度決算報告（経過報告）案について 

岡部委員長及び財務担当小野委員より、資料 5 に基づき以下の報告があり、決算案を



確認した。 
 JAIRO Cloud 利用料金の決算報告は総会時に併せて報告を行う。 
 総会開催時では協会が年度活動を完了しておらず、決算が確定出来ないため、2017 

年度決算報告（経過報告）を行い、2018 年度に決算確定と監査後、臨時総会で審

議を求めることとする。 
 NII 支援分について決算報告記載を予定しているか 
 記載する事は可能である。 

また、総会資料においては、NII 支援分を独自項目として追加することとした。 
 
（６）2017 年度活動報告について 

岡部委員長より、資料 6 に基づき 2017 年度の協会活動報告（案）について説明があり、

意見交換がなされた。 
 自己評価はどのようにするか。活動の結果、コミュニティが盛り上がっているとい

う事を表現できると良い 
 自己評価までは難しいが、JPCOAR の活動がオープンアクセスの推進にどれだけ

寄与できたかは記載した方が良い。 
 国際会議の派遣報告書を総会までに提出する必要があるか 
 報告書は出していただく必要がある。国際担当から連絡を行う。 
各作業部会・タスクフォース主査より、資料 6-1～6-7 に基づき報告があった。 
研究者情報連携タスクフォースの活動報告について、ORCID コンソーシアムを考える

会の趣旨、参加者等について質問があり、報告を修正することとした。 
また、岡部委員長から、個々の作業部会・タスクフォース活動については別に資料を用

意せず、資料 6 として纏めたものを総会資料とする予定である旨、説明があり、2017 年

度活動報告について承認された。 
 
（７）2018 年度タスクフォース設置について 

岡部委員長から、資料 8-1 を基に説明があり意見交換が行われ、二つのタスクフォース

の設置について承認された。新規タスクフォースメンバーについては引き続き議論を行

い、タスクフォースの設置については総会で報告を行うこととした。 
 タスクフォースはフェーズ 1（開発）、フェーズ 2（普及）と段階を分けているが、

現行の 3 タスクフォースはフェーズ 1 のまま 2018 年度も続けることになるか 
 メタデータ普及タスクフォースの現状としては 2017 年度前期がフェーズ 1 であ

り、後半がフェーズ 2 であった。継続的な活動が必要か、終了するかについては

2018 年度の検討課題にしたい。 
 期間限定のタスクフォースと常設の作業部会という切り分けではなかったか。タ

スクフォースの活動が重要なことは理解しているが、メンバーを捻出することが



難しいという状況もある。タスクフォースは期間限定とし、完成した成果は作業部

会でルーチンとして行うという理解である。 
 タスクフォースは研究開発を行う位置づけであるため、SCPJ をタスクフォースに

することは理解できるが、中長期計画検討という協会方針を決める活動を扱う点

には違和感がある。作業部会とタスクフォースの間に作られている担当が中長期

計画を作るべきではないか 
 中長期計画の検討には、これまでの活動を理解している人だけでなく、これまでの

概念にとらわれない若い人の参加によって検討する層のバランスが取れると良い。 
 中長期検討タスクフォースについては資料 8-1 では「策定を行う」と記載されてい

るが、策定は運営委員会や総会で行われる。策定のための論点整理、検討を行い、

その結果を運営委員会や総会へ上程することがこの時限的なタスクフォースの役

割である。 
 
（８）2018 年度事業計画について 
 岡部委員長から、資料 7、資料 8-2 に基づき説明があった。 

 JPCOAR ウェブサイトに英語版が無い。OA 方針等の成果も英語でなければ海

外からの参照が難しくなる。英語版作成に費用を充てることは出来ないか 
 これについては、予算が足りないから出来ないのか、そうであれば、組み替えて

いかなければいけない。自己評価を行い、予算をミーティングではなく英訳に使

用することを検討するなどが考えられる。 
 
（９）2018 年度予算について 

財務担当小野委員から、資料 9 に基づき以下の通り説明があり、意見交換をもとに修

正のうえ、運営委員会委員に再提示することとなった。 
 各作業部会・タスクフォースの計画案から算出した額で、収入に見合うよう配分

している。 
 2018 年度は 2017 年度ほどの会員機関増加は見込めないため、会費の増加は数

十万程度になると想定している。 
 2018 年度収入予測に見合う形で予算配分をしているため、現在提出されている

以上の活動は、2018 年度は難しいと想定している。 
 事務局運営費は新しい項目で、JPCOAR の窓口委託費となる。現状では事務局

の負担が大きいが増員が難しいため、一定の窓口業務を委託する事で業務負担

の解消を図りたい。 
 JPCOAR では収入に見合う執行分として予算をたてているので収入を超えるこ

とはなく、収入増額があれば追加執行をする。2017 年度執行は年度当初予算に

対する執行額は赤字であるが、実際には追加の予算措置があった。 



 予算の繰り越しが出来ないのはなぜか。 
 会計については情報・システム研究機構の収入の仕組みで運営しているため、

自己収入の繰り越しが出来ない。2017 年度の会員機関が、今年度中に脱退が

あった場合はマイナスの補正を行う。 
 

（１０）会則等の改正について 
 小野委員より、資料 10 に基づき以下の通り説明があり、検討の結果，原案のとおり了

承された。 
・第 5 条 

JPCOAR設立以前から JAIRO Cloudを利用している機関が存在するため、JAIRO 
Cloud 利用機関が会員となれる規定になっており、JPCOAR が JAIRO Cloud 利用

機関を追認する形式であった。今後は先に JPCOAR に入会した上で、JAIRO Cloud
の利用申請を行えるようにするということが改正の趣旨である。 

  ・第 7 条  
JPCOAR の会計と監査の時期がずれてしまっている。監事の任期は 4 月 1 日から

3 月 31 日であり、総会では在任期間中に経過報告を行うことになる。そのため監事

の任期を 7 月 1 日から翌年 6 月 30 日までとした。 
  ・第 13 条 

「通常総会」での承認を得る必要があるとすると、年に１回となってしまう。それ

以外の総会で対応できるよう「通常」を削除する。 
 
（１１）2017 年度総会の開催について 

事務局から、資料11～12に基づき説明があった。監事の任期が会則で変更されるため、

会則の改正を行ってから監事の選出をする必要があるとの指摘があり、会則の改正は議

事の最初とすることとし、承認された。 
 
（１２）2018 年度会長、運営委員について 

岡部委員長より、資料 13 に基づき説明があった。 
  ・会長 

会長機関の館長が交代することも考えられるので、会長となる機関についても検討

の必要がある。 
・運営委員会委員 

現在継続不可の委員が 2 名いるほか、国立大学の部課長については異動に伴う変更

が生じる。 
・監事 

立教大学、信州大学は 2016 年設立総会で監事となっているため、規定改定に伴う



任期延長は可能だが、会則上 2 年を超えて在任できない。このため次期監事は交代

する必要がある。 
 
  会長、運営委員会委員、監事の候補について、引き続き検討することとなった。 
 
（１３）その他 
 １ 研修の地方開催について 

 研修作業部会主査より、以下の通り説明があった。 
2018 年度の研修に向けて、地方会場の開催を模索したが、作業部会、事務局の業務

増加と会場の手当てが必要なため、これ以上の負担を作業部会員に求めることは難し

い。そのため、以下のようなかたちで地方での開催を支援してはどうかを協議いただき

たい。 
 地方のコミュニティから依頼を受ける形で、研修作業部会は講師と研修のノウハ

ウを地方のコミュニティの企画した研修へ派遣する。 
 地方コミュニティには JPCOAR 会員機関では無い機関も存在するが、企画と費用

負担は地方コミュニティのため、この場合での研修受講に対して JPCOAR 会員機

関であることを求めない。 
 

以下の意見が出されたが、広報活動の一環として位置づけ、地方コミュニティからの申

し出があった場合、提出される企画書をもって運営委員会で判断を行うこととなった。 
 

 JPCOAR 未加入機関が、JPCOAR の提供する研修を受講可能とすると、JAIRO 
Cloudを利用していない機関に対して JPCOAR会員継続のメリットが減ると感じ

る機関が出てくるのではないか。 
・ 地方コミュニティの開催内容は研修作業部会で行っている内容かつ JAIRO Cloud

の操作説明を含めたものになると予想されるが、研修の内容をどの範囲までとす

るかを決めてから打診を受け付けるべきと考えている。 
 地方コミュニティの開催は研修作業部会から働きかけているのか。 

・ 地方コミュニティから相談があったものである。 
・ 地方コミュニティからの依頼があり、JPCOAR 運営委員会で検討を行い、講師を

派遣するものと理解している。研修作業部会開催では現行の研修との混乱が生じ

るため、イベントの主体は地方コミュニティであることが明確になっているとよ

い。 
 
 ２ 賛助会員について 

研修作業部会からの提案をもとに、賛助会員について岡部委員長から以下の説明が



あった。 
 委託スタッフが研修を受講するケースが増加していることもあり、賛助会員を設

け、委託業者は賛助会員となって研修受講の機会を得るということに関してご意

見をお願いしたい。 
・ 研修受講者に複数を推薦する機関があるが、会員機関が非会員機関である委託業

者等を自機関所属員として推薦している可能性がある。 
 研修受講資格は会員機関が有しており，会員機関が推薦してきている以上，正規

職員と委託業者とを区別できないのではないか 
 より厳格にするのであれば応募条件に正規職員に限るとしてはどうか 
 受講を希望する非会員機関から支援金を得て、その機関向けの企画を作ることは

不可能では無いと考える。 
 財源と考えた場合であっても、研修費用として支援金協力が得れば問題ない。こ

れを賛助会員とするのは、本来の賛助会員とは別の意味にならないか。また、賛

助会員では定期的な会費支払いが発生することにもなる。 
 

協議の結果、賛助会員の制度については、現時点では急ぎ整備する必要はないという

ことになり、岡部委員長から以下の意見があった。 
 オープンアクセス推進という意味では業者向けの研修も必要になる可能性があ

る。 
 賛助会員は研修受講資格とは切り離し検討を行う必要がある。 

 
 ３ NII への支援依頼について 

事務局から、資料 14 に基づき説明があり、以下の意見交換が行われ、修正案を作成

し、再度運営委員会で確認を行うこととなった。 
 アンケートフォーム等の利用として提供されているツールは申込フォームとし

ては機能不足があるため、他のツール提供は可能か。 
 次年度の支援ツールには議論の余地があるが、項目として維持してはどうか。代

替案が無かったとしても受けられる提供は確保しておくべきである。 
 
机上配付 1 千葉大学における CHORUS 機関ダッシュボード・サービスの利用開始につ

いて（情報提供） 
  高橋委員より、資料を基に説明があった。 
 
机上配付 2 『大学図書館研究』への原稿執筆について（依頼） 
  岡部委員長より、資料を基に説明があり、執筆依頼を受けることについて承認された。 


