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2020年度第 12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 9月 3日（木）： 13:30～15:30 

２．場 所：国立情報学研究所 TV会議 

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 

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 

板倉 由美子 富山県立大学事務局教務課長 

鈴木 恵津子 東京家政大学図書館 

折戸 晶子 明治大学図書館総務事務長 

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 

電気通信大学 学術情報課長 村田 輝 

奈良県立大学 総務課図書館係 主査 齊藤 圭一 

 

 

１． メール審議結果及び会員参加状況について 

２． 2020年度活動中間報告について 

３． 次期 JAIRO Cloud(WEKO3) 移行について 

４． 2020年度予算執行状況及び補正について 

５． 2020年度総会について 

６． 共同リポジトリ等に関する会費について 

７． 図書館総合展出展について 

８． Asia OA Meeting 2020への報告 

９． その他 

 IRcuresILLコンテンツの JPCOARウェブサイトへの移行について 

 学認 LMS上での RDMトレーニングツールを正式公開に向けて 

（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） 
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陪席（説明者） 

琉球大学 大谷 周平 
附属図書館情報サービス課電子情報係

長 

コミュニティ強化・支援作

業部会 

 

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 

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 

 

配付資料 

第 12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 

資料２ 

資料２－１ 

資料２－２ 

資料２－３ 

資料２－４ 

資料３－１ 

 

資料３－２ 

 

資料３－３ 

資料４ 

資料５－１ 

資料５－２ 

資料６ 

資料７ 

 

資料８ 

資料９ 

メール審議結果及び会員参加状況について（報告） 

2020年度臨時総会（2019年度決算について）への問合せ一覧 

2020年度活動中間報告について（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 

「次期 JAIRO Cloud移行スケジュール変更について（通知）（2020年 8月 6日

付 国情研コ第 61号）」について 

次期JAIRO Cloud（WEKO3）移行スケジュール変更について（通知） 

（別紙）次期JAIRO Cloud (WEKO3)移行スケジュールの変更について 

次期JAIRO Cloud（WEKO3）第二次βテスト実施について 

2020年度予算執行状況及び補正（案） 

2020年度総会のオンライン開催に関する細則の制定について（案） 

2019年度総会に関する特例措置について 

共同リポジトリ等に関する会費についての運用細則の制定について（案） 

JPCOAR図書館総合展フォーラム「いまこそオープン JPCOAR2020」実施要項（案） 

Asia OA Meeting 2020 Program 

IRcuresILLコンテンツの JPCOARウェブサイトへの移行について 

学認 LMS上での RDMトレーニングツールを正式公開に向けて 

 

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（2019.3.13改正，2020.4.1施行） 

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 
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６． JPCOARオープンアクセスリポジトリ戦略 2019～2021年度 

７． 2020年度オープンアクセスリポジトリ推進協会(JPCOAR)活動計画 

 

５．議事 

議事に先立ち、江川委員長から、2020 年度監事２会員の紹介があった。委員長から、第 11 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）メール審議結果及び会員参加状況について 

事務局から、資料 1-1に基づき、2019年度決算がメール審議により賛成多数で提案通り承認さ

れたこと及び会員からの問合せへの対応を行った旨の報告があった。また、運営委員会による

JPCOAR入会申請の承認及び８月５日現在の参加機関数の報告があり、確認された。 

 

（２）2020年度活動中間報告について 

各作業部会の主査から資料 2 に基づき 2020 年度活動の中間報告が行われた。研究データ

作業部会・結城主査から資料 2－1に基づき、JPCOAR 研究データ作業部会と AXIES 研究デー

タマネジメント部会との協力について報告があった。コンテンツ作業部会・高橋主査から資

料 2－2に基づき、部会員による JAIRO Cloudβテストにおける動画研修、問合せ対応等につ

いて報告があり、第二次βテスト実施に向けた取り組みについて意見交換があった。コミュ

ニティ強化支援作業部会・尾崎主査及び大谷副主査から、次期 JAIRO Cloud移行に伴うコミ

ュニティサポート機能の継続に向けてメーリングリスト運用方針（案）について説明があっ

た。人材育成作業部会・杉田主査より資料 2－４に基づき、基礎研修及び専門セミナーの実

施計画について説明があった。各主査からの報告及び説明が了承され、江川委員長から研修

等の開催に向けて、各種広報への協力が依頼された。 

 

（３）次期 JAIRO Cloud(WEKO3) 移行について 

小野委員から、資料 3に基づき移行スケジュール変更及び第二次βテスト実施について報

告があった。高橋主査から第二次βテストで寄せられた質問等の共有が依頼され了承された。 

 

（４）2020年度予算執行状況及び補正について 

小野委員から資料 4に基づき、2020年度予算執行状況、補正予算案の説明があり、審議の

結果、旅費関係予算を圧縮し、作業部会経費は当初額のとおりとして、提案どおり了承され

た。 

 

（５）2020年度総会について 

小野委員から資料 5に基づき、2020年度以降に総会をオンラインで開催する可能性を踏ま

えた細則の提案があり、種々意見交換があった。委員長から、細則案への意見を、9月 15日

を目途に寄せていただきたい旨の依頼があり、委員長が意見をとりまとめ、運営委員会へ提

案したいとの発言があった。 
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（６）共同リポジトリ等に関する会費について 

小野委員から資料 6に基づき、共同リポジトリの取扱いに関する経緯の説明があり、2021

年 4月からの改正会費規程の施行（複数 JAIRO Cloudの導入）に併せて、細則を整備したい

旨の提案があった。種々意見交換があり、委員長から、細則案への意見を、9月 15日を目途

に寄せていただきたい旨の依頼があり、江川委員長が意見をとりまとめ、運営委員会へ提案

したいとの発言があった。 

 

（７）図書館総合展出展について 

尾崎主査から資料 7 に基づき 2020 年度図書館総合展出展の企画案について説明がされ、

承認された。 

 

（８）Asia OA Meeting 2020への報告 

事務局から資料 8に基づき説明があり、会員館へは一斉メールで広報済であることが報告

された。 

 

（９）その他 

・IRcuresILLコンテンツの JPCOARウェブサイトへの移行について 

小野委員より資料 9 に基づき説明があった。作業については作業部会に内諾を得ており、

IRcuresILL コンテンツ 15 件を JPCOAR のコンテンツとして引き続き公開することが了承さ

れた。JPCOARサイトでの公開準備を行うことが確認された。 

 

・学認 LMS上での RDMトレーニングツールを正式公開に向けて 

小野委員から資料 10に基づき説明がされた。NIIで試行運用中の学認 LMSにおいて、研究

データ作業部会作成の教材を公開するにあたり、JPCOAR教材協力として明示のうえ、NIIの

研修とすることが提案され、了承された。 

江川委員長から、次回の運営委員会は 12～１月を予定しているが、後日日程調整の依頼を行

うので協力いただきたい旨の発言があった。 


