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2019年度第 10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：2020年 1月 27日（火）： 10:00－12:30 

 

２．場 所：国立情報学研究所 20階 実習室 

 

３．議事： 

 

４．出席者： 

結城 憲司※ 北海道大学附属図書館研究支援課長  

鈴木 秀樹 筑波大学学術情報部長  

江川 和子 東京大学附属図書館事務部長 

高橋 菜奈子 東京学芸大学総務部学術情報課長 

岡部 幸祐 新潟大学学術情報部長 

杉田 茂樹※ 上越教育大学学術情報課長 

尾崎 文代※ 岡山大学附属図書館情報管理課長 

山本 和雄※ 鹿児島大学学術情報部長  

上田 理子※ 札幌市立大学地域連携課長 

折戸 晶子 明治大学図書館総務事務長  

藤原 芳行 立教大学図書館事務部長 

鈴木 恵津子 東京家政大学図書館事務長 

佐藤  翔※ 同志社大学免許資格課程センター准教授 

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長  

※結城委員、杉田委員、尾崎委員、山本委員、上田委員、佐藤委員はTV会議参加 

１． メール審議及び会員参加状況について（報告） 

２． 2019年度 JPCOAR総会議事次第について 

３． 2020年度 JPCOAR運営委員会委員について 

４． 2019年度 JPCOAR活動報告について 

５． 2019年度決算（経過報告）について 

６． 2020年度 JPCOAR活動計画について 

７． 2020年度海外派遣計画について 

８． 2020年度 JPCOAR予算案について 

９． JPCOAR への事務局員派遣について 

１０． JPCOAR 事務局員確保の方策について 

１１． JPCOAR 文書等による臨時総会の取扱内規について 

１２． 次期 JAIRO Cloud(WEKO3)移行説明会について 

１３． その他 

(ア)JPCOAR での G Suite契約とそれに伴うドメインの取得について 

(イ)第 2回 学術情報流通推進委員会への報告（ポジションペーパー） 

(ウ)JaLC 参加規約および運営規則の改正に伴う「抄録」の取り扱いに

ついて（現状報告） 

(エ)IRDB からディスカバリーサービスへのデータ提供について（現状

報告） 

(オ)DOI 管理・メタデータ入力ガイドラインの junii2 編の改訂につい

て（報告） 

(カ)JPCOAR サイトの IRDB、JaLC対応について 

(キ)一斉送信メールの集約方針について 

（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 13-1） 

（資料 13-2） 

（資料 13-3） 

 

（資料 13-4） 

 

（資料 13-5） 

 

（資料 13-6） 

（資料 13-7） 
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（欠席） 

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 

 

（監事） 

お茶の水女子大学 図書・情報課長 山本 淳一 

（欠席） 

首都大学東京   

 

（陪席） 

木下  聡 国立情報学研究所学術基盤推進部次長 

平田 義郎 国立情報学研究所学術基盤推進部図書館連携・協力室長 

新妻   聡 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 

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 

 

（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研究成果整備チーム

（機関リポジトリ担当） 

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

（機関リポジトリ担当） 

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 10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４－１ 

資料４－２ 

資料４－３ 

資料４－４ 

資料５ 

資料６ 

資料６－１ 

資料７ 

資料８－１ 

資料８－２ 

資料９ 

資料１０ 

資料１１ 

 

資料１２ 

資料１３－１ 

資料１３－２ 

資料１３－３ 

 

資料１３－４ 

メール審議及び会員参加状況について（報告） 

2019年度オープンアクセスリポジトリ推進協会総会議事次第（案） 

2020年度 JPCOAR運営委員会委員（案） 

2019年度 JPCOAR活動報告（案） 

研究データ作業部会 

コンテンツ流通促進作業部会 

コミュニティ強化・支援作業部会 

人材育成作業部会 

2019年度 JPCOAR 決算（経過報告）（案） 

2020年度活動計画（案） 

2020年度の研修編成等について（案） 

2020年度海外派遣計画について(案) 

2020年度 JPCOAR 予算（案） 

JPCOAR への活動支援について（依頼）（案） 

JPCOAR 事務局員派遣の意向照会の結果まとめ 

JPCOAR 事務局員確保の方策について（案） 

オープンアクセスリポジトリ推進協会文書等による臨時総会の取扱内

規（案） 

次期 JAIRO Cloud(WEKO3)移行説明会について（案） 

JPCOAR での G Suite契約とそれに伴うドメインの取得について 

第 2回 学術情報流通推進委員会への報告（ポジションペーパー）（案） 

JaLC 参加規約および運営規則の改正に伴う「抄録」の取り扱いについて

（現状報告） 

IRDBからディスカバリーサービスへのデータ提供について（現状報告） 
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資料１３－５ 

 

資料１３－６ 

資料１３－７ 

DOI管理・メタデータ入力ガイドラインの junii2編の改訂について

（報告） 

JPCOAR サイトの IRDB，JaLC対応について（案） 

一斉送信メールの集約方針について 

 

５．議事 

議事に先立ち、江川委員長から、結城委員、杉田委員、尾崎委員、山本委員、上田委員

及び佐藤委員がTV会議で出席、林委員が欠席、監事その他の陪席者の紹介があった。 

委員長から、第9回運営委員会の議事要旨については、すでに運営委員会での確認を経

て、JPCOAR広報サイトに掲載されている旨の報告があった。 

また、運営委員会議題のうち、議題2～議題11までを総会関連の議題として審議予定で

ある旨の発言があった。 

 

（１）メール審議及び会員参加状況について（報告） 

事務局から、資料1及び資料4に基づき、2019年度第9回運営委員会以降の臨時総会審議1

件、JPCOAR入会申請の承認3回、共催承認2件及び1月10日現在の会員参加状況の報告があ

り、確認された。 

 

（２）2019 年度 JPCOAR総会議事次第について 

委員長から、資料 2に基づき説明があり、3部構成及び第 1部の報告担当について承認さ

れた。また、委員長から、会長、監事の選出は会場からの推薦をお願いする旨説明があり、

本議題を総会での審議に付すことが了承された。なお、事務局員確保の方策等については、

議題 9で審議することとした。また、事務局から資料作成等の事務連絡を追って行う旨の補

足があった。 

 

（３）2019 年度 JPCOAR運営委員会委員について 

委員長から、資料 3に基づき説明があり、運営委員会委員については、総会で一旦承認い

ただき、4月以降の臨時総会で変更を含め承認いただくことになる旨の確認があり、本議題

を総会での審議に付すことが了承された。 

 

（４）2020 年度活動報告（報告・協議） 

事務局から、資料4に基づき、2020年度協会全体の活動報告があり、引き続き各作業部

会主査から、資料4-1～資料4-4に基づいて報告があった。 

岡部委員から、資料4について、「JPCOARオープンアクセスリポジトリ戦略2019～2021

年度」の各戦略と作業部会の活動の関連性を示してはいかがとの意見があり、岡部委員と

事務局で調整することとなり、修正後の資料4を運営委員会委員に送付・確認のうえ、本

議題を総会での審議に付すことが了承された。 

 

（５）2019 年度決算（経過報告）（報告・協議） 

小野委員（総務・財務担当）から、資料5に基づき、2019年度決算の経過報告があっ

た。収入は、当初予算から会員機関数の増により1,040千円増加したこと、それを含めて

執行予定であり、NIIと共催する次期JAIRO Cloud(WEKO3)移行説明会(3/6)の動画中継の実

施等に充てる予定との説明があり、一部修正のうえ、総会に経過報告することが了承され

た。なお、決算は、5月の監事監査を経て、臨時総会にて審議いただく予定であるとの補

足があった。 

 

（６）2020 年度 JPCOAR活動計画について 

各主査及び小野委員から、資料6に基づき、説明があり、JPCOARの2020年度活動計画と
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して、本議題を総会での審議に付すことが了承された。 

杉田主査（人材育成作業部会）から、資料6-1に基づき、2020年度からの研修の編成等

について説明があった。協会が実施する研修の受講資格の取扱について議論した結果、研

修区分に合わせて受講資格を取り扱うこととし、今後段階的に検討していくこととした。 

 

（７）2020 年度海外派遣計画について（報告・協議） 

山本委員（国際担当）から、資料7に基づき、4月開催のCOAR年次総会2020については、

派遣者を確定し、すでに準備を進めていることが報告された。委員長から、COAR Asia OA 

2020については、開催地・開催日程が未公表であるが2020年度中に開催予定であり、COAR

総会と併せて、派遣の優先度の高いものであると補足があった。本件を2020年度JPCOAR活

動計画に含めて、総会での審議に付すことが了承された。 

 

（８）2020 年度 JPCOAR予算案について（協議） 

（９）JPCOAR への事務局員派遣について（協議） 

（１０）JPCOAR 事務局員確保の方策について（協議） 

委員長から、予算編成において、JPCOAR への事務局員確保の方策が大きな事項になるた

め、議題 8～10をまとめて審議をお願いするとの発言があった。 

委員長から、年末に実施した事務局員派遣の照会結果について、資料 9に基づき報告があ

った。引き続き、小野委員から事務局員派遣の受け入れにあたり、事務協力費の確保の方策

案について説明があった。検討の結果、事務局員派遣の受入、事務局体制の在り方、事務協

力費の確保の実施方法とその時期を区別するなど、総会への提案内容を整理することを前

提とし、総会での審議に付すことが了承された。 

また、2020 年度予算案についても同様に取り扱うこととし、総会での審議に付すことが

了承された。 

小野委員から、資料 8-2に基づき、説明があり、国立情報学研究所に提出することが了承

された。 

 

（１１）JPCOAR文書等による臨時総会の取扱内規について（協議） 

小野委員から資料 11 に基づき説明があり、本議題を総会での審議に付すことが了承され

た。 

 

（１２）次期 JAIRO Cloud(WEKO3)移行説明会（報告） 

小野委員から資料 12 に基づき報告があり、国立情報研究所から本説明会共催の依頼があ

り、運営委員会メール審議にて共催が承認された旨の補足があった。 

 

（１３）その他 

(ア) 資料 13-1 に基づき、JPCOAR での G Suite 契約とそれに伴うドメインの取得に

ついて、尾崎主査から説明があり、ドメイン取得に関しては継続検討することとし

た。 
(イ) 資料 13-2 に基づき、第 2 回 学術情報流通推進委員会への報告（ポジションペー

パー）について、委員長、小野委員から、報告があり、運営委員から意見をいただ

きたい旨の発言があった。 
(ウ) 資料 13-3 に基づき、JaLC 参加規約および運営規則の改正に伴う「抄録」の取り

扱いについて、小野委員から報告があった。 
(エ) 資料 13-4 に基づき、IRDB からディスカバリーサービスへのデータ提供について、

小野委員から報告があった。 
(オ) 資料 13-5 に基づき、DOI 管理・メタデータ入力ガイドラインの junii2 編の改訂に

ついて、小野委員から報告があった。 
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(カ) 資料 13-6 に基づき、JPCOAR サイトの IRDB，JaLC 対応について、尾崎委員か

ら報告があった。 
(キ) 資料 13-7 に基づき、一斉送信メールの集約方針について、尾崎委員から報告があ

った。 
以上 


