
 
 

 
第 11 回機関リポジトリ推進委員会議事要旨 

 
1. 日時：平成 28 年 5 月 13 日（金）9:30～12:00 
2. 場所：国立情報学研究所 12 階会議室 
3. 出席者： 
（委員） 

富田 健市 北海道大学附属図書館 事務部長 
江川 和子 筑波大学学術情報部 部長 
尾城 孝一 東京大学附属図書館 事務部長 
高橋 菜奈子 千葉大学附属図書館学術コンテンツ課 課長 
森  一郎 新潟大学 学術情報部 学術情報管理課長 
島  文子 京都大学附属図書館 図書館企画課長 
池田 大輔 九州大学大学院システム情報科学研究院 准教授 
山本 和雄* 琉球大学附属図書館 事務部長 
菊池 亮一 明治大学 学術・社会連携部・部長 
佐藤  翔 同志社大学免許資格課程センター 助教 
安本 裕和 関西学院大学図書館 事務部長 
細川 聖二 国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課 課長 
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 副課長 
山地 一禎 国立情報学研究所学術ネットワーク研究開発センター（コンテンツ

科学研究系） 准教授／学術リポジトリ推進室長 
*山本委員については TV 会議参加 

（陪席） 
酒井 清彦 国立情報学研究所 学術基盤推進部 次長 

（事務局） 
田口 忠祐 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 事務補佐員 

（欠席） 
行木 孝夫 北海道大学大学院理学研究員数学部門 准教授 
大野 利彦 神戸外国語大学学術情報センター グループ長 

 
＜配付資料＞ 

第 11 回機関リポジトリ推進委員会出席者名簿 
１－１． 第 10 回機関リポジトリ推進委員会議事要旨 
１－２． メール審議（平成 28 年 2 月 13 日以降）結果（報告） 
１－３． 平成 28 年度作業部会・タスクフォース（案） 
２． 第 11 回連携・協力推進会議（報告） 
３－１． 第 5 回機関リポジトリ新協議会（仮称）設立準備会活動報告 
３－２． 「オープンアクセスリポジトリ推進協会」の設立と設立総会の開催について（通知） 
３－３． オープンアクセスリポジトリ推進協会設立趣意書 
３－４． オープンアクセスリポジトリ推進協会参加機関募集リーフレット 
３－５． オープンアクセスリポジトリ推進協会参加意向確認書 
３－６． オープンアクセスリポジトリ推進協会参加意向確認書（記入例） 



 
 

３－７． オープンアクセスリポジトリ推進協会設立総会出欠表 
３－８． オープンアクセスリポジトリ推進協会設立総会委任状 
３－９． 設立総会参加申込状況について 
４－１． 研修作業部会平成 28 年度活動計画（案） 
４－２． JAIRO Cloud 運用作業部会平成 28 年度活動計画（案） 
４－３－１． 広報作業部会平成 28 年度活動計画（案） 
４－３－２． 11th International Digital Curation Conference 参加報告書 
４－３－３． OpenAIRE のメタデータマネジメント調査出張報告書 
４－４． メタデータ検討タスクフォース平成 28 年度活動計画（案） 
４－５． 研究データタスクフォース平成 28 年度活動計画（案） 
４－６． 論文 OA タスクフォース平成 28 年度活動計画（案） 
４－７． 指標・評価・メトリックスタスクフォース平成 28 年度活動計画（案） 
４－８． COAR Asia タスクフォース平成 28 年度活動計画（案） 
４－９． 平成 28 年度作業部会・タスクフォース予算（案） 
５． 学術基盤オープンフォーラム 2016 企画（案） 

＜参考＞ 
１. 平成 28 年度機関リポジトリ推進委員会活動計画 
２. 平成 28 年度「機関リポジトリ新協議会（仮称）」設立準備会委員名簿 
３. 『学術情報のオープン化の推進について（審議のまとめ）』（平成 28 年 2 月 26 日）科学

技術・学術審議会学術分科会学術情報委員会 
＜机上配布＞ 
  機関リポジトリ推進委員会規程 
 
4. 議事 

議事に先立ち、各委員による自己紹介が行われた。 
 
委員長選出 
機関リポジトリ推進委員会規程に基づき、富田委員が推薦され、満場一致で委員長に選出された。 

 
（１）第 10 回議事要旨及びメール審議結果確認 
  富田委員長から資料 1-1 の第 10 回議事要旨について委員の了解済みであるとの説明があった。 
  吉田委員から第 10 回委員会後のメール審議結果について資料 1-2 に基づき報告があった。 
 メール審議において継続審議中の大学図書館職員短期研修の講師推薦については、以下の通りとな

った。 
・ 大学図書館職員短期研修の講師として、九州大学の林協力員を推薦する方向で進めることとな

った。 
 
（２）第 11 回大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議の報告 
 富田委員長より、資料 2 に基づいて、連携・協力推進会議に新しい協会を作ることが了承されたこ

と、新しい協会の名称がオープンアクセスリポジトリ推進協会に確定したことが報告された。 
 このことに関する意見は次のとおり。 
 名称の変更については、推進委員会に経過報告がなかったので、今後は過程を報告して欲しい。 
 英語略称については、JCOAR でなく JPCOAR なのか。また、COAR に合わせると C は

Confederation ではないのか。 ※COAR（The Confederation of Open Access Repositories） 



 
 

 JCOAR という案は出なかった。Japan の略として JP の方が、馴染みがあると思われる。ま

た、日本語名称の「協会」に合わせる形で Consortium とした。 
 今後は、協会が COAR とどのような関係を築くかということも考慮するべきである。 

 
（３）機関リポジトリ新協議会（仮称）設立準備会の活動報告について 
 江川委員より資料 3-1 から資料 3-8 に基づき、第 10 回推進委員会後に名称が変わったこと、新協

会では今年度は推進委員会が運営委員会を兼ねることが連携・協力推進会議で了承を得ていることに

ついて報告があった。また、事務局（NII 田口係長）より、資料 3-9 に基づき、現在の新協会の申込

状況について報告があった。 
 このことに関する意見は次のとおり。 
 JAIRO Cloud の利用料金が小規模大学にとって厳しいという意見があった。料金については、

考慮するという説明があったようだがその後どうなったのか。 
→ JAIRO Cloud 利用機関は小規模機関が多く、最低料金をどうするかという議論を進めてきた。 

収支のバランスが取れる目標機関数を多くすることで、当初案よりも小規模機関に配慮した料

金体系とした。 
 協会へ参加することのインセンティブが弱いのではないか。もっと分かりやすい説明資料が必

要なのではないか。 
→ 協会設立の周知文書のうち、設立趣意書で協会の理念を説明し、リーフレットではメリッ

トを説明している。 
 協会のビジョンなどを分かりやすく伝える資料が必要であるため、今後意見を聞きながらブラ

ッシュアップしていきたい。 
 
（４）平成 28 年度の作業部会・タスクフォースの活動計画案・予算案の審議について 
 事務局（NII 田口係長）より資料 4-1 から資料 4-8 に基づき説明があった。また、今年度の体制が決

まるのが推進委員会の直前であったため、活動計画案はあくまでも事務局で作成したただき台であり、

5 月 27 日のキックオフミーティングで改めて検討して欲しいとの補足説明があった。また、尾城委

員より資料 1-3 に基づいて、新しい協会の中心となる活動が作業部会にあたり、これまで推進委員会

WG として行ってきた活動を受ける形でタスクフォースを設置したとの補足説明があった。 
・ キックオフミーティングで、今年度計画を議論するには時間が短いため、当日の時間や参加す

る協力員の配置などについては今後調整することとなった。 
・ 各タスクフォースの今年度の活動については、主査を中心に改めて検討し、キックオフミーテ

ィングで議論することとなった。 
 
 このことに関する意見は次のとおり。 
 新協会は完全な独立採算になるが、最初からは難しい。 
 現状では予算の中で旅費の占める割合が多い。今後は、協力員の総数や活動内容、経費支出

のあり方について、検討する必要がある。 
 海外旅費などを協力員の所属機関から捻出するのは難しいのではないか。外部資金なども考

慮した方がよい。 
 一人の協力員に複数のタスクフォースを任せると活動が中途半端になってしまう可能性があ

る。協力員が一番能力を発揮できるところを任せた方がよい。 
 作業部会、タスクフォースについては次年度以降の引き継ぎを意識して活動する必要がある。

特にタスクフォースの活動は期間限定となっているが、全ての活動が今年度で完結する内容

のものではないため、内容によっては次年度以降の継続を提案してもよい。 



 
 

 各タスクフォースについては、具体的な課題を設定できるところと、そうでないところがあ

るのではないか。例えば、研究データタスクフォースは、RDM トレーニングツールの開発と

運用といった具体的な課題を設定できる。一方で、メタデータ検討タスクフォースでは、junii3
の検討だけではなく、国際的な動向を見て、日本の現状と今後について整理するという課題

を設定した方がよいのではないか。 
 

 
（５）学術基盤オープンフォーラム 2016 についての報告 
 吉田委員より、資料 5 に基づいて、学術基盤オープンフォーラム 2016 の進捗状況について説明が

あった。また、5 月 11 日現在の申込状況について報告があった。 
 
（６）その他 
図書館総合展について意見交換を行った。 
 図書館総合展については、フォーラムを実施する。 
 図書館総合展は、新協会として実施する。 
 前年度までは DRF と共催で行ってきたが、今年度については改めて検討する。 
 3 コマではなく 2 コマという選択肢もあり得る。 

 
新協会の運営委員会について意見交換を行った。 
 新しく参加してきた機関を運営委員として追加するかどうか。ただし、運営委員会の人数は 15

名と決まっている。 
 設立準備会でご尽力いただいた機関は、運営委員として参加してもらった方がよいのではない

か。 
 
江川委員より、RU11（Research University 11：学術研究懇談会）の次期提言案について、「研究

成果の発信」という項目で OA 推進が謳われているが、『学術情報のオープン化の推進について（審議

のまとめ）』（参考資料 3）には書かれていないことを取り上げた結果、APC への補助等、ゴールド OA に

重点をおいた内容となっているとの情報提供があった。 
 このことについて、以下の意見があった。 
 ゴールド OA かグリーン OA かの二者択一ではなく、両方であることを示す必要がある。 
 ゴールド OA とグリーン OA については、SPARC JAPAN セミナーのテーマとして取り上げ

られないか SPARC Japan セミナー企画ワーキングに働きかける。 
 
 

以上 
 


