
2020年度第 11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 6月 22日（月）： 13:30～ 15:30 

２．場 所：国立情報学研究所及び 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。 
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 
杉田  茂樹 京都大学附属図書館学術支援課長 
西岡 千文 京都大学附属図書館研究開発室助教 
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 
鈴木 恵津子 東京家政大学図書館 
原   修 立教大学図書館副館長 
川崎  安子 武庫川女子大学附属図書館図書課長 
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 
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 

 
監事 
お茶の水女子大学 山崎 裕子 図書・情報課長 
東京都立大学 白濱 博人 管理部学術情報基盤センター事務室事務長 

 

陪席（説明者） 
大谷 周平 琉球大学附属図書館情報サービス課電子情報係長 

 
陪席（所内） 
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 
増山 廣美 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 
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 
 

1. 2019年度総会の結果について 

2. メール審議結果及び会員参加状況について 

3. 2019年度決算案及び監査結果について 

4. 2020年度会長・監事・運営委員会・作業部会・事務局の体制について 

5. 2020年度予算及び作業部会の活動計画等について 

6. 第 22回図書館総合展フォーラム出展について 

7. 2020年度海外派遣計画について 

8. 2020年度 COAR加盟に係る名義使用について 

9. 2020年度 JPCOAR総会の開催について 

10. その他 

 次期 JAIRO Cloud移行作業（βテスト等）について 

 2021年度 JAIRO Cloud利用予定についての意向調査について 

 共同リポジトリ等に関する会費についての運用（申合せ）について 

 G Suite の導入について 

 国立大学図書館協会春季理事会への報告資料について 

 JPCOAR入会申請手続きの Web申請（申請書廃止）及び会員資格区分

の統合について 

 その他 

（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） 

（資料 14） 

（資料 15） 

 

 



（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 
安原 通代 国立情報学研究所 学術基盤推進部 図書館連携・協力室 主任 
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 

 

（欠席） 

板倉 由美子 富山県立大学事務局教務課長 

折戸  晶子 明治大学図書館総務事務長 

 

配付資料 

第 11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１－１ 
資料１－２ 
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資料２－１ 
資料２－２ 
資料３－１ 
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資料４ 
資料５－１ 
資料５－２ 
資料５－３ 
資料６－１ 
資料６－２ 
資料７ 
資料８ 
資料９ 
資料１０－１ 
資料１０－２ 
資料１０－３ 
資料１０－４ 
資料１１ 
資料１２ 
資料１３ 
資料１４ 
 
資料１５ 

2019年度オープンアクセスリポジトリ推進協会総会の議決について 
総会議事への会員からの意見と運営委員会の考え方（案） 
2019年度総会資料の公開について（案） 
COVID-19以降の社会に向けたオープンアクセスの加速について 
メール審議結果及び会員参加状況について 
2019年度 JPCOAR決算案 
2019年度監査報告書 
2020年度会長・監事、運営委員会、作業部会及び事務局名簿 
2020年度 JPCOAR予算（暫定案） 
2020年度作業部会活動計画及び所要額調査 
人材育成作業部会 今年度の研修開催について（主査原案） 
第 22回図書館総合展フォーラム出展について（メモ） 
第 22回図書館総合展 ONLINE 開催要項 
2020年度海外派遣計画について（メモ） 
2020年度 COAR加盟機関(12)（案） 
2020年度 JPCOAR総会の開催について（検討メモ） 
次期 JAIRO Cloud移行作業（βテスト等）について 
次期 JAIRO Cloud（WEKO3）βテストの実施期間の変更についてのお詫び 
次期 JAIRO Cloud（WEKO3）βテスト実施要領 
次期 JAIRO Cloud（WEKO3）：βテストおよび本番移行について 
2021年度 JAIRO Cloud利用予定についての意向調査について（依頼） 
共同リポジトリ等に関する会費についての運用（申合せ） 
G Suite の導入について 
2019年度オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）下半期活動報
告（国立大学図書館協会春季理事会） 
JPCOAR入会申請手続きの Web申請化（申請書）及び会員資格区分の統合 

 

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 

４． オープンアクセスリポジトリ推進協会会費規程 改正 

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． JPCOARオープンアクセスリポジトリ戦略 2019～2021年度 

 

５．議事 

江川委員長から、2020年度の新委員として、西岡委員、板倉委員、原委員、川崎委員及び

監事の紹介があった。また、事務局に新たに安原主任が加わった旨の報告があった。 

江川委員長から、第 10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。 

 

（１）2019年度総会の結果について 

小野委員から、資料 1-1に基づき、2019年度総会での議決の報告があり、資料 1-2に基づ

き、総会（集会形式・中止）及び総会（オンライン投票）に提出された総会議事への会員か



らの意見とそれらへの運営委員会の考え方をとりまとめたもの（総会資料 8-3）を改めて会

員へ送付することが了承された。事務局から、資料 1-3 に基づき 2019 年度総会資料の公開

版の一部変更について説明があり、了承された。 

 

（２）メール審議結果及び会員参加状況について 

江川委員長から、資料2-1に基づき、「COVID-19以降の社会に向けたオープンアクセスの

加速について」の作成・公表について報告があった。また、事務局から、資料2-2に基づ

き、2019年度総会以降の臨時総会審議2件、運営委員会審議2件及びJPCOAR入会/脱退申請の

承認を行った旨の報告、及び6月4日現在の参加機関数の報告があり、確認された。 

 

（３） 2019年度決算案及び監査結果について 

総務・財務担当の小野委員から、資料 3-1に基づき、2019年度決算案の説明があった。監

事・お茶の水女子大学・山崎課長から、2020 年 5 月 21 日に監査を実施し、資料 3-2 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を確認した旨の報告があった。引き続き、

監事・東京都立大学・白濱事務長から、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。 

江川委員長から、監事への謝意の表明があり、事務局から、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。 

 

（４） 2020年度会長・監事・運営委員会・作業部会・事務局の体制について 

江川委員長から、資料 4 に基づき、2020 年度 JPCOAR の体制について報告があり、確認さ

れた。JPCOAR事務局・安原主任の研究データ作業部会への参加について承認がされた（運営

委員会規程第 6条第 2項第三号）。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。 

 

（５） 2020年度予算及び作業部会の活動計画等について 

小野委員から、資料 5-1に基づき、2020年度の暫定予算案の説明があった。各作業部会主

査から、資料 5-2に基づき、各作業部会の活動計画及び所要経費の説明があり、杉田主査か

ら、資料 5-3により、基礎研修及び専門研修のオンライン実施を検討中である旨の追加説明

があった。また、「戦略 5」について、小野委員より説明があった。委員長から、作業部会活

動の支援として支出増を含めた暫定予算として、今年度の活動を進めることとし、次回の運

営委員会で予算の補正を検討したいとの発言があり、了承された。 

 

（６） 第 22回図書館総合展フォーラム出展について 

事務局から、資料 6-1、6-2に基づき図書館総合展（オンライン開催）の現状説明があった。

今後、コミュニティ強化・支援作業部会を中心に企画・調整することが確認された。 

 

（７） 2020年度海外派遣計画について 

事務局から、資料 7に基づき、2020年 9月の COAR Asia OA Meeting 2020へのビデオ報告

（NII予定）について報告があり、林委員から補足があった。 

 

（８） 2020年度 COAR加盟に係る名義使用について 

山本委員から、COAR加盟に係る名義使用について説明があり、資料 8のとおり登録名義使

用の内諾を得ている旨の報告があり、山本委員と事務局で手続きを進め、会長の署名を得て、

COAR事務局へ送付することとなった。 

 

（９） 2020年度 JPCOAR総会の開催について 

事務局から、資料 9に基づき、2020年度総会会場である一橋講堂の予約は、現時点ではキ

ャンセル料は無料、新規予約の受付中止中であるとの報告があった。現時点では、2021年 3

月の状況を見通すことは困難であり、オンライン開催を計画する場合も準備に相当期間が必

要となることなど種々意見交換を踏まえて、委員長から、2021 年 3 月 17 日開催予定の総会



の会場予約はキャンセルとし、オンライン開催に向けての検討・準備を進めたい、また 2022

年度総会の会場予約は当面見送るとの発言があり、了承された。 

 

（１０）その他 

・次期 JAIRO Cloud移行作業（βテスト等）について 

小野委員から、資料 10に基づき、次期 JAIRO Cloud移行作業βテストの期間変更、実施要

領及び本番移行スケジュールについて説明があった。 

 

・2021年度 JAIRO Cloud利用予定についての意向調査について 

事務局から、資料 11 に基づき、7 月 10 日締切で行っている次年度の利用予定の意向調査

の中間報告があった。 

 

・共同リポジトリ等に関する会費についての運用（申合せ）について 

小野委員から、資料 12に基づき、参加機関からの地域共同リポジトリの運用、次期 JCで

のマルチリポジトリ機能の利用に関する問い合わせがあり、これらの運用の整理と規程の整

備を今年度中に行う必要がある旨報告があり、本申合せは運営委員会内部での申合せである

ため、協会規則（細則等）にしていく必要があることが確認された。また、事務局から、当

面の機関からの問い合わせに対しては、「JC にコンテンツを搭載する場合は、その各搭載機

関は、通常の場合と同様に JPCOAR会員であり、かつ JC利用料金を負担する」取扱いとなる

旨を回答するとし、了承された。 

 

・G Suite の導入について 

コミュニティ強化・支援作業部会・大谷副主査から、資料 13に基づき説明があり、試行的

運用をすすめることが承認された。ドメイン名は近日中にメールで審議し決定することが確

認された。 

 メール審議の結果、ドメイン名を「jpcoar.org」とすることが決定した。 

 

・国立大学図書館協会春季理事会への報告資料について 

江川委員長から、資料 14をもって同理事会へ報告とした旨説明があった。 

 

・JPCOAR入会申請手続きの Web申請（申請書廃止）及び会員資格区分の統合について 

事務局から、資料 15に基づいて説明があり、Web申請への移行と会員機関管理システムで

の会員資格区分の現行会則に基づく統合が了承された。 

 

・その他 

江川委員長から、第 12 回運営委員会開催は 10 月から 11 月を予定し、改めて日程調整を

行う旨、発言があった。 

 

 

 

以上 


