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2022 年度第 17 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：2022 年 6 月 6 日（月）15:00～16:35 
2. 場 所：TV 会議 
3. 議事： 

 
４．出席者 以下、出席者、監事、陪席者及び事務局の全員が TV 会議による参加。 
鵜澤 和往 北海道大学附属図書館研究支援課長 
木下 聡 東京大学附属図書館事務部長 
小野 亘 東京大学教養学部等図書課長 
高橋 菜奈子 東京学芸大学総務部学術情報課長 
杉田 茂樹 京都大学附属図書館事務部長 
尾崎 文代 広島大学学術・社会連携室図書館部図書学術企画グループリーダー 
結城 憲司 九州大学附属図書館図書館企画課長 
一町田 学 青森公立大学教務学事グループ教務・学生チーム主査 
折戸 晶子 明治大学図書館総務事務長 
鈴木 一巳 青山学院大学相模原事務部学術情報課長 

(1) 次期 JAIRO Cloud 移行について 
(2) 2021 年度決算案及び監査結果について 
(3) 2022 年度運営委員会・作業部会（TF）・事務局の体制について 
(4) 2022 年度予算及び作業部会等の活動計画等について 
(5) 事務局体制：2024 年度に向けた会員への働きかけ 
(6) JPCOAR 参加機関範囲の拡張について 
(7) 運営委員会担当及び企画調整会議についての申し合わせの改正 
(8) 2021 年度総会の結果について 
(9)メール審議結果及び会員参加状況について 
(10) 2022 年度図書館総合展（11 月）フォーラム出展について 
(11) 2022 年度海外派遣計画について 
(12) COAR Asia OA Webinar の開催について 
(13) 2022 年度総会日程（2023 年 3 月予定）について 
(14) 国立大学図書館協会第 69 回総会における活動報告 
(15) その他 

 SPARC Japan へのセミナー企画メンバーの推薦について 
 大学図書館短期研修講師の推薦について 
 2022 年度 COAR 総会について 

（資料１） 
（資料 2） 
（資料 3） 
（資料 4） 
（資料 5） 
（資料 6） 
（資料 7） 
（資料 8） 
（資料 9） 
（資料１0） 
 
（資料１1） 
 
（資料１2） 
（資料１3） 
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加川 みどり 神戸松蔭女子学院大学図書館事務課長 
林  正治 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特任助教 
吉田 幸苗 国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課長 

 
（欠席） 
佐藤 翔 同志社大学免許資格課程センター准教授 

 
監事 
電気通信大学 森岡  緑 学術情報課長 
群馬県立女子大学 小板橋 伸江 事務局会計図書係長 

 
陪席（国立情報学研究所内） 
竹谷 喜美江 国立情報学研究所 学術基盤推進部 次長 
山崎 裕子 国立情報学研究所 学術基盤推進部 図書館連携・協力室長 

江川 和子 
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 特任研究
員 

林  豊 国立情報学研究所 学術基盤推進部 学術コンテンツ課 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 学術支援技
術専門員 

 
陪席（作業部会員） 
熊崎由衣、下城陽介、大平司、中竹聖也、岩井雅史、南山泰之、大橋拓真、影山啓太、 
藤田祥子、田口忠祐、前田朗、楫幸子 

 
（事務局） 
前田 隼 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 
杉山 美紀 国立情報学研究所 学術基盤推進部 図書館連携・協力室 

 
配付資料 
第 17 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 
資料２ 
資料３ 
資料 4 
資料 5 
資料 6 
資料 7 

JPCOAR 会員館との JAIRO Cloud 移行に関する現状の情報共有について
2021 年度監査報告書 
2022 年度運営委員会・作業部会（TF）・事務局名簿 
2022 年度予算及び作業部会等の活動計画・活動費用 
（参考）2021 年度 JPCOAR 事務局への貴機関職員の派遣について
JPCOAR 参加機関範囲の拡張について 
「運営委員会担当企画調整会議についての申し合わせ」（2019 年 3 月 13
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資料 8 
資料 9 
資料 10 
資料 11 
資料 12 
資料 13 

日）の改正および担当の指名について 
2021 年度総会の結果について 
メール審議結果及び会員参加状況 
2022 年度図書館総合展（11 月）フォーラム出展について 
COAR Asia OA Webinar の開催について 
国立大学図書館協会第 69 回総会における JPCOAR 活動報告 
その他 

 
参考 
１．オープンアクセスリポジトリ推進協会会則 
２．オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会規程 
３．オープンアクセスリポジトリ推進協会会費規程（2021.4.1 施行） 
４．会費規程の 2022 年度特例措置 
５．オープンアクセスリポジトリ推進協会作業部会設置規程 
６．次期 JAIRO Cloud 移行タスクフォース設置に関する申合せ 
７．企画調整会議についての申し合わせ 
８．JAIRO Cloud を共同リポジトリとして利用する場合の会費等に関する細則 
９．通常総会の電子的な通信並びに記録手段を用いた開催に関する細則 
１０． オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）活動方針（2022-2026） 
１１． 2022 年度 JPCOAR 活動計画 

 
5. 議事 
議事に先立ち、新任委員からの自己紹介があった。 

 
(1) 次期 JAIRO Cloud 移行について 

 吉田委員から資料１に基づき、次期 JAIRO Cloud 移行に関する状況報告があった。会員
機関に向けての情報提供として、同報告内容を通知することで了承された。 
 

(2) 2021 年度決算案及び監査結果について 
吉田委員から資料 2 に基づき、2021 年度決算案について説明があった。監事・群馬県立

女子大学・小板橋係長から、2022 年 5 月 13 日に監査を実施し、資料 2 の書面にあるとお
り、正確かつ適正に執行されていること及び会計処理上誤りなく適正に行われていること
が確認されたとの発言があった。木下委員長から、監事への謝意の表明があり、監査報告書
を決算案と併せて臨時総会（メール審議）に付すこととしたい旨提案があり、承認された。 
 

(3) 2022 年度運営委員会・作業部会（TF）・事務局の体制について 
木下委員長から資料 3 に基づき、2022 年度会長・監事、運営委員会、作業部会及び事務
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局の体制について説明があった。事務局から、昨年度に引き続き、作業部会から事務局への
連絡・依頼については、主査・副主査が取りまとめて行うよう依頼があり、了承された。 
 

(4) 2022 年度予算及び作業部会等の活動計画等について 
各作業部会主査から資料 4 に基づき、活動計画と予算案について説明があった。続いて

吉田委員から、作業部会・TF 等の所要経費等を反映した 2022 年度の暫定予算案の説明が
あった。木下委員長から、現時点では暫定予算として、今年度の活動を進め、年末に予算の
補正を検討したいとの発言があり、了承された。 
 

(5) 事務局体制：2024 年度に向けた会員への働きかけ 
 木下委員長から資料 5 に基づき、専任の事務局員派遣について 2024 年度に向けた意向調
査を実施したい旨提案があった。続いて吉田委員より回答票についての見直し案が提案さ
れた。どちらも了承され、意向調査の準備を進めることとなった。 
 

(6) JPCOAR 参加機関範囲の拡張について 
 吉田委員より資料 6 に基づき、研究助成機関から研究成果公開にあたって、JAIRO Cloud
を利用することに向けた参加資格拡大の依頼があった旨説明があった。種々意見交換があ
り、木下委員長から引き続き情報を共有しつつ、運営委員会で慎重に審議を進める旨提案が
あり、了承された。 
 

(7) 運営委員会担当及び企画調整会議についての申し合わせの改正 
吉田委員より資料 7 に基づき説明があり、改正内容について確認された。 

 
(8) 2021 年度総会の結果について 
吉田委員より資料 8 に基づき、2021 年度総会での決議について報告があり、報告内容に

ついて確認された。また、総会資料、総会議決、総会議事要旨を順次 JPCOAR サイトで公
開する準備をしている旨の報告があった。 
 

(9) メール審議結果及び会員参加状況について 
吉田委員より資料 9 に基づき、運営委員会による JPCOAR 入会申請の承認及び 5 月 16

日現在の参加機関の報告があり、確認された。 
 

(10) 第 24 回図書館総合展出展について 
吉田委員から、資料 10 に基づき、図書館総合展（オンライン開催）の出展予定の報告が

あった。イベント運営作業部会を中心に企画・調整を進めることが確認され、企画調整会議
の場で佐藤主査から、他作業部会への協力依頼があったことが報告された。 
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(11) 2022 年度海外派遣計画について 
 鵜澤国際担当より、現時点では海外派遣を予定していない旨報告があった。 
 

(12) COAR Asia OA Webinar の開催について 
  鵜澤国際担当より資料 11 に基づき、説明があった。JPCOAR の活動の一つとして位置
付け、研究データ作業部会、システム開発・連携作業部会の部会員の協力をお願いするとと
もに、イベント作業部会、広報・普及作業部会にも企画が具体化してきた段階で協力をお願
いしたい旨依頼があった。 
 

(13) 2022 年度 JPCOAR 総会の開催について 
 木下委員長より、2022 年度の総会は 2023 年 3 月、オンライン総会での開催を予定して
いる旨報告があった。 
 

(14) 国立大学図書館協会第 69 回総会における活動報告 
 木下委員長より、６月 23 日開催の第 69 回国立大学図書館協会総会における JPCOAR の
活動報告について、高橋委員に担当していただくとの説明があった。 
高橋委員より資料 12 に基づき説明があり、JPCOAR として認識している課題等、報告資

料についてコメントをいただきたい旨依頼があった。木下委員長より 6/10（金）を目途に
事務局あてに集約する旨提案があり、了承された。 
 

(15) その他 
・SPARC Japan セミナー企画メンバーに前田事務局員を推薦したとの報告があった。 
・大学図書館短期研修講師として、岩井作業部会員（信州大学附属図書館）を推薦したとの
報告があった。 
・2022 年度 COAR 加盟に係る名義使用について、12 機関を申請登録した旨の報告があっ
た。 


