
2022年度第 18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 10月 3日（月）15：00 ～16:40 
2. 場 所：オンライン会議 
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 
佐藤 翔 同志社大学免許資格課程センター准教授 
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 
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 

(1)次期 JAIRO Cloud（WEKO3）本番移行について 
(2) JPCOAR参加機関範囲の拡張について 
(3)会則改正について 
(4)会費規程の 2022年度特例措置の廃止について 
(5) 2022年度活動中間報告・執行計画 
(6) 2022年度予算執行状況について 
(7) JPCOARスキーマVersion 2.0の策定について 
(8) 学協会著作権ポリシーデータベースへ付与するライセンス案について 
(9) COAR community framework ver.2, 翻訳公開 
(10)メール審議結果及び会員参加状況について 
(11) JPCOAR専任事務局員の派遣について 
(12) その他 
 JAIRO Cloudの商標登録について 
 作業部会員の追加について 
 Asia OA Webinar の開催について 
 COAR Taskforceへの参加について 
 Workshop on Development of Digital Libraries, (Sept. 29-30, 2022)への報

告 
 第 24回図書館総合展国立情報学研究所主催フォーラムへの講師推薦 
 大阪医科薬科大学研修会への講師推薦 
 オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）活動方針 （2022-2026

年）英訳版 

（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 12-1） 
（資料 12-2） 
（資料 12-3） 
（資料 12-4） 
 
（資料 12-5） 
（資料 12-6） 
（資料 12-7） 



（欠席） 
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 

 
監事 
東京海洋大学 木下  直 学術情報課長 
福岡女子大学 大瀧 麻耶 主任 

 
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 
末田 真樹子 国立情報学研究所 学術基盤推進部 学術コンテンツ課 係員 

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） 
児玉 陽子、大澤 紗都、影山 啓太、藤田 祥子、岩井 雅史、佐藤 知生、石山 夕記、 
中竹 聖也、楫 幸子 
 
（事務局） 
木村 優 国立情報学研究所 学術基盤推進部 学術コンテンツ課 特任専門員 
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 

 
配布資料： 
第 18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 

1 次期 JAIRO Cloud（WEKO3）本番移行について 
2 （参考）JPCOAR参加機関範囲の拡張について 
3 会則改正について（改正趣旨（案）、新旧対照表（案）） 
4-1 会費規程の 2022年度特例措置の廃止について（案） 
4-2 2023年度 JPCOAR予算（案） 
5 2022年度活動中間報告・執行計画（案） 
6 2022年度予算執行状況について 
7 JPCOARスキーマVersion 2.0の策定について 
8 学協会著作権ポリシーデータベースへ付与するライセンス案について 
9 「リポジトリのグッドプラクティスのためのCOARコミュニティフレームワーク第２版（日本
語訳） 
10 メール審議結果及び会員参加状況について 
11 JPCOAR専任事務局員の派遣について 
12 その他 
12-1 2023年度作業部会員名簿 
12-2 Asia OA webinar開催結果報告 



12-3 COAR Taskforceへの参加について 
12-4 Workshop on Development of Digital Libraries 
12-5 第 24回図書館総合展国立情報学研究所主催フォーラムへの講師推薦 
12-6 大阪医科薬科大学研修会への講師推薦 
12-7 オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）活動方針 （2022-2026年）英訳版 

 
5. 議事 
議事に先立ち木下委員長から監事の紹介があった。 

 
(1) 次期 JAIRO Cloud（WEKO3）本番移行について 
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り、林委員から一部

補足説明があった。引き続き、NIIからの情報共有と会員への情報提供に努めていく旨確認された。 
 
(2) JPCOAR参加機関範囲の拡張について 
吉田委員から資料 2に基づき説明があり、参加機関範囲の拡張については提案を取り下げる旨報告

があり、承認された。 
 
(3) 会則改定について 
事務局から資料３に基づき会則改正の趣旨及び進め方について説明があり、協会からの除名を含む

会則改正の提案であり、2022年度総会前に会員からの意見募集を行い、改正に向けた手続きを進める
こととなった。 
 
(4) 会費規程の 2022年度特例措置の廃止について 
事務局から資料 4に基づき説明があり、2023年度については会費に係る特例措置は講じないこと

を確認した。 

 
(5) 2022年度活動中間報告・執行計画 
資料 5に基づき各主査から報告があった。 
 

(6) 2022年度予算執行状況について 
事務局から資料 6 に基づき説明があり、執行予定等あれば、10 月末をめどに執行内容を事務局

にお知らせいただきたい旨依頼があった。 

 
(7) JPCOARスキーマVersion 2.0の策定について 
高橋委員から資料 7 に基づき説明があった。続いて意見交換が行われ、2022 年度内の策定・公開

を目指した取組を進め、広く意見募集を行うことについて承認された。 
 
(8) 学協会著作権ポリシーデータベースへ付与するライセンス案について 
高橋委員から資料 8に基づき説明があった。続いて意見交換が行われ、CC (Creative Commons)ラ

イセンス付与については承認され、条件については継続検討となった。 
 
(9) COAR community framework ver.2, 翻訳公開 



林委員から資料 9に基づき説明があり、JPCOARのウェブサイトで翻訳を公開とすることが承認

された。 
 
(10) メール審議結果及び会員参加状況について 

資料 10（書面）にて確認された。 
 
(11)  JPCOAR専任事務局員の派遣について 
吉田委員から資料 10に基づき説明があり、2023年度の意向調査に際しての協力依頼があった。 

 
(12) その他 
・JAIRO Cloudの商標登録について 
吉田委員から、NII が商標登録の手続きを進めているとの報告があり、今後も情報共有をいただく

ことで確認された。 
・作業部会員の追加について 
前回運営委員会以降の追加が、4名である旨訂正があった。 

・Asia OA Webinar の開催について 
・COAR Taskforceへの参加について 
・Workshop on Development of Digital Libraries, (Sept. 29-30, 2022)への報告 
・第 24回図書館総合展国立情報学研究所主催フォーラムへの講師推薦 
・大阪医科薬科大学研修会への講師推薦 
以上、資料により、確認された。 
・オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）活動方針 （2022-2026年）英訳版 
 事務局から資料 12-7に基づき説明があり、10/6（木）まで意見募集をする旨報告された。 

 
以上 


