
 

 
 

 
第 1 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：2017 年 5 月 22 日（月）14:00～17:50 
2. 場所：国立情報学研究所 12 階会議室 
3. 議事項目： 

１． メール審議状況確認（2017 年 4 月以降） 
２． JPCOAR 会員機関参加状況 
３． JPCOAR 事業計画  
４． 2017 年度の作業部会・タスクフォースの活動計画および予算について（審議） 
５． 「九州地区国立大学間連携事業教育系・文系リポジトリ」の JAIRO Cloud 利用料金につい

て（審議） 
６． 協会の事務取扱に関する申し合わせについて（審議） 
７． 学術基盤オープンフォーラム 2017 について 
８． 2017 年度総会日程について 
９． 会費徴収について（報告） 
１０．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の修正について（報告） 
１１．その他 
    １ 機関リポジトリ研修の実施対象についての提案 
    ２ 新情報誌名公募依頼文案 
    ３ IRDB から BASE へのデータ提供について 

4. 出席者： 
（委員） 

島  文子 北海道大学附属図書館 事務部長 
岡部 幸祐 筑波大学 学術情報部長 
荘司 雅之 早稲田大学図書館 事務部長 
熊渕 智行 東京大学附属図書館 総務課長 
増井 ゆう子 国文学研究資料館 古典籍共同研究事業センター事務室副室長 
高橋 菜奈子 千葉大学附属図書館 利用支援企画課長 
鈴木 秀樹 京都大学附属図書館 図書館企画課長 
原田 博英 神戸市外国語大学 学術情報センターグループ長 
加川 みどり 神戸松蔭女子学院大学図書館 
尾崎 文代 鳥取大学学術情報部 図書館情報課長 
山本 和雄 琉球大学附属図書館 事務部長 
山地 一禎 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長／コン

テンツ科学研究系准教授 
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 

（監事） 
宇佐見 博 立教大学図書館 事務部長 
森  いづみ 信州大学附属図書館 管理課長 

（陪席） 
江川 和子 国立情報学研究所 学術基盤推進部 次長 
小陳 左和子 国立情報学研究所 学術基盤推進部 図書館連携・協力室長 
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 



 

 
 

（事務局） 
船山 桂子 国立情報学研究所 学術基盤推進部 図書館連携・協力室係長 
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

備チーム事務補佐員 
（欠席） 

鈴木 正紀 文教大学越谷図書館 館長補佐 
佐藤  翔 同志社大学 免許資格課程センター助教 

 
＜配付資料＞ 
第 1 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 
１－１． 2017 年度メール審議状況（報告） 
１－２． 電子的手段による審議に関する申し合わせ（暫定）案 
２．   JPCOAR 会員機関参加状況（報告） 
３．   2017 年度オープンアクセスリポジトリ推進協会(JPCOAR）事業計画 
４－１． 2017 年度オープンアクセスリポジトリ推進協会(JPCOAR)作業部会・ 

タスクフォース活動計画 
４－２． 2017 年度運営委員会委員名簿（主査担当） 
５－１． オープンアクセスリポジトリ推進協会作業部会員 一覧 
５－２． オープンアクセスリポジトリ推進協会作業部会員 一覧（2） 
６．   2017 年度オープンアクセスリポジトリ推進協会(JPCOAR)予算 
７．   機関リポジトリ新任担当者研修 
８－１． 「九州地区国立大学教育系・文系リポジトリ」の JAIRO Cloud 利用料金について 
８－２． 九州地区国立大学教育系・文系リポジトリ（概要） 
９．   オープンアクセスリポジトリ推進協会の事務取扱に関する申し合わせ（案）たたき台 
１０．   NII 学術情報基盤オープンフォーラム 2017 リポジトリトラック「学術機関リポジトリ

の最新動向 -オープンアクセスリポジトリ推進協会(JPCOAR)の取り組み-」企画 
１１．   2017 年度総会日程（案） 
１２．   会費徴収について 
１３．   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の修正について（報告） 
１４．  機関リポジトリ研修の実施対象についての提案 
１５－１．新情報誌名公募依頼（案） 
１５－２．JPCOAR オンライン情報誌について（案） 
１６．  IRDB から BASE へのデータ提供について 
 

＜参考＞ 
１．オープンアクセスリポジトリ推進協会成立の経過（説明） 

２．オープンアクセスリポジトリ推進協会会則 

３．オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会規程 

４．オープンアクセスリポジトリ推進協会会費規程 

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 
  



 

 
 

 
5. 議事 
議事に先立ち、各委員による自己紹介が行われた。 
岡部委員長から、運営委員会規程第 5 条により委員長代理に山本委員を指名したい旨の発言があり

了承された。 
岡部委員長から、参考資料 1 にもとづき、オープンアクセスリポジトリ推進協会成立にあたっての

状況確認が行われた。 
 
（１）メール審議状況確認（2017 年 4 月以降） 
  事務局から、資料 1-1 に基づき、2017 年度のメール審議結果について報告があった。 
 メール審議において、継続審議中の下記については、次のとおりとなった。 

「【完了】8．COAR への加盟申請の検討」 
申請時の機関および担当者となる 10 機関は決定済であったが、残り 1 機関を琉球大学（担当 
者：山本委員）とすることを承認した。 

「【審議中】1．「九州地区国立大学教育系・文系リポジトリの JC 利用料金算定」について」 
本会議事 5 として引き続き審議するものであることを確認した。 

「【審議中】2．「JPCOAR の事務局に関する申し合わせ案」」 

本会議事 6 として引き続き審議するものであることを確認した。 

 
また、資料 1－2 として、運営委員会における審議に Backlog を用いるとする提案が出された。 
このことに関する意見は次のとおり。 
 機密性の高い内部情報も取り扱うことになるので、情報セキュリティの観点から外部システム

で行うのは馴染まないのではないか 
 審議内容にかかる情報のやりとりをどのように行うか、その形式を検討してはどうか 
 （使用システムに依らず）メールによる審議についての規程を検討すべきである 

本件については、岡部委員長が事務局と協議の上、案を再提示することとした。 
 
（２）JPCOAR 会員機関参加状況 
 事務局から、資料 2 に基づき、2017 年 5 月 18 日現在での申請機関数および参加機関数の報告と、 
 JAIRO Cloud を利用中にもかかわらず JPCOAR 参加が未申請の機関に対する督促状況について 
 説明があった。 
 このことに関する意見は次のとおり。 

 督促について現状はあくまで申請依頼の形に留まること 
 未申請の JAIRO Cloud 利用機関への対応を検討する必要があること 
 NII 側の JAIRO Cloud 利用規程を確認する必要があること 

 また、4 月 21 日以降に申請のあった 8 機関について、これを示し参加が承認された。 
 
（３）JPCOAR 事業計画 
事務局から、資料 3 に基づき説明があった。岡部委員長から、運営委員会としてガバナンス確立を 
進めるにあたり、委員による担当として「総務」を設置する提案がなされた。総務担当には、現在  
財務担当である山本委員と小野委員がこれを兼務することとして承認された。 

 
（４）2017 年度の作業部会・タスクフォースの活動計画および予算について（審議） 
事務局から、資料 4-1 から 4-2、資料 5 および 6 に基づき説明があった。 



 

 
 

また、次の作業部会・タスクフォース主査から次のとおり補足があった。 
 

【研修作業部会】 
加川委員から、資料 7 に基づき、既に活動を開始している今年度の活動状況について以下の報告が 
あった。 

・ 作業部会員の構成状況 
・ 受講者申し込み状況 

・ 講習の実施スタイルの検討とオンライン資料の作成 
・ 追加予算の確保が必要 

 
【研究者情報連携タスクフォース】 
山地委員から、ORCID のコンソーシアムを立ち上げることについて準備を行う予定があることが 
報告され、タスクフォース内で扱うか NII の活動とするかなどについて検討を始めるという説明 
があった。 

 
その他に、山本委員から SCPJ についてどう考えるべきかの質問があった。これについて、岡部委 

員長から、タスクフォース設置を視野に入れつつ総務担当委員および事務局と相談の上、改めて提案

するとの発言があった。また、山地委員から、SCPJ については、オープンアクセスをどうするかと

いうところに戦略的に密接に関わってくるところであるため、単体のサービスのみならず、JPCOAR
としてどういった方向にワークフローを振るかを含めた検討になるべきとの発言があった。 
 
（５）「九州地区国立大学間連携事業教育系・文系リポジトリ」の JAIRO Cloud 利用料金について

（審議） 
  山本委員から、資料 8-1 および 8-2 に基づき説明があった。 

このことに関する意見は次のとおり。 
 複数機関で一つにまとまっての利用を希望している 
 今後もありうる利用パターンでありまた、データリポジトリの扱いにもかかわると判断さ

れるため、規則レベルでの整理検討が必要である 
 参加機関となった場合に、総会等での投票権はどう扱うべきか 
 運営委員会のみでの決定ではなく総会に諮るべき案件である 

  これについては、委員長および総務担当による検討を行い、次回運営委員会での継続審議とする 
こととした。 

 
（６）協会の事務取扱に関する申し合わせについて（審議） 

山本委員にから、資料 9 に基づき説明があった。 
このことに関する意見は次のとおり。 
 運営委員会、作業部会、文書処理、公印、文書管理について案を作成している 
 優先順位としては、「文書処理」「公印取扱」を挙げたい 

申し合わせについては、委員長が総務担当および事務局とともに改めて検討するものとした。 
また、「公印取扱」にかかるところとして、押印のある修了証発行の対応が挙げられ、検討の結果、

今年度はその発行を取り止めるものとして承認された。 
 

（７）学術基盤オープンフォーラム 2017 について 
  事務局から、資料 10 に基づき、2017 年 2 月に当時の広報作業部会から示されたオープンフォー 



 

 
 

ラムリポジトリトラックのプログラム案について説明がなされた。また、オープンフォーラム主 
催者の NII から国公私立大学図書館協力委員会へ広報依頼を出すが、JPCOAR としても、

JPCOAR 会員機関メーリングリストによる一斉通知と JPCOAR ウェブサイト内での案 
内掲載により広報すると提案があり、承認された。 

 
（８）2017 年度総会日程について 
  事務局から資料 11 に基づき、予約状況の説明を行い、前年度に会場予約済の 3 月 13 日および 

14 日を候補として提示し、3 月 13 日を開催日とすることを暫定的に決定した。また、今年度 
から一橋講堂の予約キャンセル時に発生する料金に変更があったことが併せて説明された。 

 
（９） 会費徴収について（報告） 
  事務局から資料 12 に基づき、会費徴収スケジュールについてつぎのとおり説明があった。 

・ 会費徴収に必要となる会員機関情報について、未回答 58 機関への督促を行う 
・ 会費については、当初想定より 84 万円の増額が見込まれる 
・ 請求する内容は次のとおりである 

基本会費「平成 29 年度オープンアクセスリポジトリ推進協会基本会費（不課税）」 
JAIRO Cloud 利用料金「平成 29 年度 JAIRO Cloud 利用料金（課税）」 

また、会費徴収についてつぎの意見があった。 
 監査実施時期と総会開催時期がスケジュール上で一致していないため、これを説明できる

ようにしておく必要がある。 
 
（１０）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の修正について（報告） 
  事務局から規程文言の修正対応について報告があった。 

これについては運営委員会メーリングリストでも報告済である。 
  
（１１）その他 
１ 機関リポジトリ研修の実施対象についての提案 
加川委員から、研修の受講者について、次の意見が示された。 
 会員のみ対象としているが、研修作業部会としては未参加機関からも受講生を受け入れた

い 
 第 13 回機関リポジトリ推進委員会（IRPC）での議事録では、研修受講対象が検討されたの

かはっきりとはわからない 

 

山本委員からは、次の説明があった。 
 昨年度の研修実施検討時に、会員のインセンティブとしては、研修受講が高いものがある

との判断から、参加機関のみ受講可能とするに至った 
 有料受講も検討されたが、NII での会計処理上取扱いが困難との状況があった 

 
このほか、研修有料化による料金徴収可否については、改めて確認しておく必要があるとの 
意見があり、事務局がこれを担当することとした。 

 
 ２ 新情報誌名公募依頼文案 
  尾崎委員から、資料 15-1 および 15-2 に基づき、広報普及作業部会として新情報誌名を公募する

ことについて以下の報告とその依頼文案が示され、承認された。 



 

 
 

・ 新情報誌刊行については、昨年度の IRPC において 3 月 10 日付で審議されている 
・ メールで受け付ける方式として、広報作業部会専用のメールアドレスを設定する 
・ 創刊号の発行については、7 月以降となる見込みである 

 
３ IRDB から BASE へのデータ提供について 
 小野委員から、資料 16 に基づき、ビーレフェルト大学が運用する世界のオープンアクセスウェ 
 ブリソースの検索エンジン「Bielefeld Academic Search Engine (BASE)」へ IRDB データ提供 
を行うことについて報告があった。 

 
４ その他、次の報告がなされた。 

・ 国立大学図書館協会総会にて岡部委員長が JPCOAR の活動報告を行う予定である 
・ 公立大学協会図書館協議会では、登壇報告等は行わないが、原田委員から口頭で JPCOAR

報告を行う予定である 
・ 私立大学図書館協会では総会後に研究大会を行い、荘司委員が JPCOAR 参加機関として

登壇する予定である 
 
  次回運営委員会開催については、9 月から 10 月頃を予定して、日程調整を行うこととした。 
 

以上 
 


