
2020年度第 13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：2021年 1月 29日（金）： 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 

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． 次期 JAIRO Cloud（WEKO3）移行スケジュール再変更について 

２． メール審議及び会員参加状況について（報告） 

３． 2020年度 JPCOAR総会議事次第について 

４． 2021年度会長選出について 

５． 2021年度監事選出について 

６． 2021年度運営委員会委員について 

７． 総会のオンライン開催に関する細則の制定について 

８． 共同リポジトリの運用細則の制定について 

９． 2020年度活動について 

１０． 2020年度決算（経過報告）について 

１１． 改正会費規程の 2021年度特例措置について 

１２． 2021年度活動計画について 

１３． 2021年度予算案について 

１４． JPCOARへの活動支援について 

１５． その他 

 JUSTICE&JPCOAR合同オンライン意見交換会について 

 COAR Community Framework for Good Practices in Repositoriesの

日本語訳と公開について 

 COAR-Asia OA Information Sharing Sessionsの開催・参加について 

 JPCOARへの事務局員派遣について 

（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） 

（資料 14） 

 

（資料 15） 

（資料 16） 

 



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 

 

（欠席） 

鈴木 恵津子 東京家政大学図書館 

 

配付資料 

第 13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３－１ 

資料３－２ 

資料４ 

資料５ 

資料６ 

資料７ 

 

資料８ 

 

資料９ 

資料１０ 

資料１１－１ 

資料１１－２ 

資料１２ 

資料１３ 

資料１４ 

資料１５ 

資料１６ 

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

（2020年 12月 7日付国情研コ第 112号）」について 

次期 JAIRO Cloud（WEKO3）先行移行実施要領（案） 

メール審議及び会員参加状況について（報告） 

2020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推進協会総会議事進行（案） 

2021年度会長選出について（案） 

2021年度監事選出について（案） 

2021年度運営委員会委員について（案） 

通常総会の電子的な通信並びに記録手段を用いた開催に関する細則の制定

について(案） 

JAIRO Cloudを共同リポジトリとして利用する場合の会費等に関する細則の

制定について(案） 

2020年度活動報告（案） 

2020年度決算（経過報告）（案） 

改正会費規程の 2021年度特例措置について（案） 

JPCOAR会費規程（2021年 4月 1日施行） 

2021年度活動計画（案） 

2021年度予算（案） 

JPCOARへの活動支援について（依頼）（案） 

JUSTICE＆JPCOAR合同オンライン情報交換会 

COAR Community Framework for Good Practices in Repositoriesの日本語

訳と公開について 

COAR-Asia OA Information Sharing Sessionsの開催・参加について 

 

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，2021.4.1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 

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 

８． 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 

９． 2020年度 JPCOAR作業部会員名簿 

 

５．議事 

議事に先立ち、江川委員長から、第 12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）次期 JAIRO Cloud（WEKO3）移行スケジュール再変更について 

 小野委員（総務・財務担当）から、資料 1-1 に基づき移行スケジュールの再変更を行い、

2021年 3月に一部 JAIRO Cloud利用機関の先行移行、2021年度に先行移行機関以外の JAIRO 

Cloud 利用機関を順次移行とすることについて説明があった。また、資料 1-2 に基づき、次

期 JAIRO Cloud先行移行の実施について説明があった。 

 

（２）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 2に基づき運営委員会による JPCOAR 入会申請の承認及び 1月 8 日現在の参

加機関数の報告があり、確認された。 

 

（３）2020年度 JPCOAR総会議事次第について 

事務局から、資料 3に基づき説明があり、議事、オンライン開催の日程及び報告担当につい

て承認された。総会招集通知、総会資料については、企画調整会議を経て、運営委員会で最

終確認いただくように進めることが確認された。オンライン投票システムのフォーム案につ

いて、委員からの意見をいただきたい旨の発言があった。 

 

（４）2021年度会長選出について 

委員長から、資料 4に基づき説明があり、会長の推薦について了承された。 

 

（５）2021年度監事選出について 

委員長から、資料 5に基づき説明があり、監事の推薦について了承された。 

 

（６）2021年度運営委員会委員について 

委員長から、資料 6に基づき説明があり、運営委員会委員については、総会で承認いただ

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、了承された。 

 

（７）総会のオンライン開催に関する細則の制定について 

（８）共同リポジトリの運用細則の制定について 

小野委員から、資料 7、８に基づき説明があり、2 月 5 日を締め切りとしてメール審議に

よる臨時総会を開催中であることが確認された。 

 

（９）2020年度活動について 

事務局から、資料 9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、作業部会の活動報告があった。本議題を総会に報告とすることで了承された。 

 



（１０）2020年度決算（経過報告）について 

小野委員から、資料 10 に基づき、2020 年度決算案の報告があり、総会において、各事項

を丁寧に説明し、経過報告とすることで了承された。 

 

（１１）改正会費規程の 2021年度特例措置について 

小野委員から、資料11に基づき、昨今の状況に鑑み、2021年4月1日施行の改正会費規程

に対して２つの特例措置の提案があった。一つは、2019年度総会で、基本会費（年額）を3

割増額と改正規定されたが、2021年度に限り引き上げ幅を5割減額し15％の値上げとするこ

と、一つは、JAIRO Cloud容量拡大に対応する特別料金（年額）を半額に設定すること、た

だし、改正会費規程自体は予定通り実施し、2022年度以降は改正会費規程どおりの適用と

することが提案された。議事13の2021年度予算案と合わせて確認され、本議題を総会での
審議に付すことが了承された。 

 

（１２）2021年度活動計画について 

各主査から、資料 12 に基づき、2021 年度活動計画について説明があった。活動計画につ

いては、本議題を総会での審議に付すことが了承された。また、小野委員から、2021年度タ

スクフォース（次期中期戦略タスクフォース（仮称）、次期 JAIRO Cloud移行タスクフォース

（仮称））の設置について提案があり、設置について了解された。なお、高橋委員から、「JAIRO 

Cloud 移行タスクフォース（仮称)」の申合せへの一部修正の提案があり、総会に向けて設置

に係る規則案を見直しすることとなった。 

 

（１３）2021年度予算案について 

小野委員から、資料 13に基づき、説明がされた。2021年度に限り基本会費を 15％の値上

げとする提案に基づく収支により作成されている旨補足があった。一部修正のうえ、総会で

の説明に向けた資料を併せて作成し、総会での審議に付すことが了承された。 

 

（１４）JPCOARへの活動支援について 

小野委員から、資料 14に基づき、説明があり、国立情報学研究所へ 2021年度の活動支援

の依頼を提出することが了承された。 

 

（１５）その他 

・資料 15 に基づき、小野委員から、JUSTICE&JPCOAR 合同オンライン意見交換会について

説明があった。 

・資料 16 に基づき、事務局から COAR Community Framework for Good Practices in 

Repositoriesの日本語訳と公開について報告があった。 

・事務局から COAR-Asia OA Information Sharing Sessionsの開催・参加について報告があ

った。 

・JPCOARへの事務局員派遣について委員長から説明があった。 

以上 


