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もともとは（現在も？）IRの研究者
平成17年3月 筑波大学第三学群国際総合学類 卒業
平成17年4月 筑波大学大学院一貫制博士課程

人文社会科学研究科国際政治経済学専攻 入学
平成19年3月 修士（国際政治経済学）
平成24年3月 筑波大学大学院一貫制博士課程

人文社会科学研究科国際政治経済学専攻 単位取得退学

平成24年4月 国立大学法人筑波大学 人文社会系 特任研究員 採用
（人文社会科学研究科国際公共政策専攻 配属）

研究テーマ 「巨大科学プロジェクトを巡る国家間関係」

平成26年4月 国立大学法人横浜国立大学 研究推進機構
特任教員（講師）リサーチ・アドミニストレーター 採用
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巨大科学プロジェクトを巡る国家間関係についての研究
平成24年4月－平成26年3月

国立大学法人筑波大学 人文社会系 特任研究員 勤務

○研究業務
研究課題：巨大科学プロジェクトを巡る国家間関係

調査対象分野：
核融合分野、宇宙科学分野、天文学分野、素粒子科学・放射光科学分野

調査方法：
行政文書の調査、関係者へのインタビュー調査、審議会の調査
→文科省を中心に審議会傍聴による調査実施

矢吹命大「日本の核融合研究政策における国際競争と国際協力」（筑波大学人文
社会科学研究科国際公共政策専攻『国際公共政策論集』第31号）2013年2月。
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現在の本業はリサーチ・アドミニストレーター
平成26年4月 国立大学法人横浜国立大学 研究推進機構

特任教員（講師）リサーチ・アドミニストレーター 採用

横浜国立大学研究推進機構 撮影日：2018年10月10日
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リサーチ・アドミニストレーター
＝University Research Administrator：URA

「大学等において、研究者とともに（専ら研究を行う職とは別の位置づけとし
て）研究活動の企画・マネジメント、研究成果活用促進を行う（単に研究に係
る行政手続きを行うという意味ではない。）ことにより、研究者の研究活動の
活性化や研究開発マネジメントの強化等を支える業務に従事する人材」

文部科学省、「平成28年度URAシステム整備についての現状」
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2018/06/06/1316577_04.pdf （閲覧：2018-10-20）
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外部資金の獲得からその運営、大学の研究戦略立案も
（１）研究戦略推進支援業務
①政策情報等の調査分析
②研究力の調査分析
③研究戦略策定

（２）プレアワード業務
①研究プロジェクト企画立案支援
②外部資金情報収集
③研究プロジェクト企画のための内部折衝活動
④研究プロジェクト実施のための対外折衝・調整
⑤申請資料作成支援

（３）ポストアワード業務
①研究プロジェクト実施のための対外折衝・調整
②プロジェクトの進捗管理

（４）関連専門業務
①教育プロジェクト支援
②国際連携支援
③産学連携支援
④知財関連
⑤研究機関としての発信力強化推進
⑥研究広報関連
⑦イベント開催関連
⑧安全管理関連
⑨倫理・コンプライアンス関連

③プロジェクトの予算管理
④プロジェクト評価対応関連
⑤報告書作成

東京大学、平成25年度科学技術人材養成等委託事業「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備（スキル標準の作成）」
成果報告書（2014）より報告者作成
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URAは2011年頃から政策的に整備されてきた

文部科学省、「平成29年度事業概要」リサーチ・アドミニストレーター（URA）を育成・確保するシステムの整備
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/17/1360588_06.pdf（閲覧：2017-10-20）

文部科学省、「09-9 平成23年度 予算（案）の概要」平成23年度文部科学省予算等の発表資料一覧（1月）
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2011/01/11/1301074_06.pdf（閲覧：2018-10-20）
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平成28年度調査では102機関、916名がURAとして配置

文部科学省、「平成28年度URAシステム整備についての現状」
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2018/06/06/1316577_04.pdf （閲覧：2018-10-20）
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機関ごとにURAの在り方は多様、業務も多様

文部科学省、「平成28年度URAシステム整備についての現状」
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2018/06/06/1316577_04.pdf （閲覧：2018-10-20）
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横浜国立大学は文理が一カ所に集う都市型総合大学
• 1949年設置（神奈川師範
学校、神奈川青年師範学
校、横浜経済専門学校、
横浜工業専門学校を母体
として設置）

• 1970年代半ばより現在の
常盤台地区へ移転し、全
学部が一カ所に集約

• 2018年現在5学部、5大学
院から構成

横浜国立大学「大学周辺地図」http://www.ynu.ac.jp/access/map_around.html（閲覧：2018-10-20）
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５学部、５大学院、学生数約１万人の総合大学

大学院
（修士・博士前期1,814 /博士後期464/専門職58）

教育学研究科
（修士212/教職大学院20）

国際社会科学府
（博士前期254 / 博士後期103 / 法科大学院38）

理工学府
（博士前期726 / 博士後期134）※工学府含む

環境情報学府
（博士前期370 / 博士後期159）

都市イノベーション学府
（博士前期252 / 博士後期68）

学部
（学生数 7,416）

教育学部（1,354）
※教育人間科学部含む

経済学部（1,113）

経営学部（1,352）

理工学部（3,100）
※工学部含む

都市科学部（497）

2018年5月1日現在
横浜国立大学「学生数」http://www.ynu.ac.jp/about/ynu/persons/students.html（閲覧：2018-10-20）を元に報告者作成
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常勤教員数約600名、半数が理工系所属
残り半数を人文社会系、教育系で分けている

部局 人数

教育学部 105

国際社会科学研究院 124

工学研究院 170

環境情報研究院 77

都市イノベーション研究院 66

その他 60

計 602
2018年5月1日現在

横浜国立大学「役員・教職員数」http://www.ynu.ac.jp/about/ynu/persons/officers.html （閲覧：2018-10-20）を元に報告者作成
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URAは研究推進機構研究戦略推進部門に所属
• 産学連携推進本部・研究
戦略推進本部の統合によ
り2013年10月設置

• 2013年7月よりURAを配
置（2名→5名→4名→3名
→4名）。

• シニアURA1名、URA4名
体制、自己資金で整備。

• URAは特任教員として雇
用され、エフォートの
20％を自らの研究に割く
ことを認められている。横浜国立大学研究推進機構「概要・組織」http://www.ripo.ynu.ac.jp/about/（閲覧：2018-10-20）
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URA4名で関連部署と連携し多様なミッションに対応
研究企画室
1. 大型の全学的な研究プロジェクトの企

画・立案及び申請支援に関すること。
2. 科学技術・学術政策、制度動向に関す

る分析、収集及び提供に関すること。
3. 科学研究費等外部資金獲得の活動企画

に関すること。
4. 産学官公連携関係の定常的推進に関す

ること。

大学研究情報分析室
1. 学内教員研究情報収集に関すること。
2. 学内の研究分野の調査に関すること。
3. 公的研究費公募情報の収集に関する

こと。
4. 世界ランキングへの対応と対策に関

すること。

研究支援室
1. 教育研究高度化の支援に関すること。
2. ライフサイエンス等の支援に関するこ

と。
3. 公正研究等の啓発活動と支援に関する

こと。
4. 外国為替及び外国貿易法への対応に関

すること。

上記規則上のミッション以外にも多
様なミッションへ対応。
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矢吹の場合は調査と学術基盤整備が中心
•政策動向調査

• 科学技術・学術政策の最新動向をまとめ、毎月レポートを作成し展開
•研究力分析：研究IR

• 書誌データを用いた研究活動の把握と分析
→学内DBや二次文献DB等を用いた分析を実施

•公募事業申請支援
• 全学単位での申請となるプロジェクトの企画、申請支援の実施

•論文投稿料等支援事業（研究推進課、経理課、図書館情報課と連携）
• 一定の基準を満たした国際ジャーナルへの投稿料等を支援制度の企画
運用

•オープンサイエンスの推進（附属図書館との連携）
• オープンサイエンスワークショップ
• オープンアクセス勉強会
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研究活動の活性化と成果の発信強化への注力
•政策動向調査

• 科学技術・学術政策の最新動向をまとめ、毎月レポートを作成し展開
•研究力分析：研究IR

• 書誌データを用いた研究活動の把握と分析
→学内DBや二次文献DB等を用いた分析を実施

•公募事業申請支援
• 全学単位での申請となるプロジェクトの企画、申請支援の実施

•論文投稿料等支援事業（研究推進課、経理課、図書館情報課と連携）
• 一定の基準を満たした国際ジャーナルへの投稿料等を支援制度の企画
運用

•オープンサイエンスの推進（附属図書館との連携）
• オープンサイエンスワークショップ
• オープンアクセス勉強会

大学の研究活動の現状把握

研究成果発信の支援・強化

学術情報流通の変化への対応

大学を取り巻く環境の現状把握

資金獲得による研究活動の活性化支援
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図書館業務・機関リポジトリと関連するところは、、、
•政策動向調査

• 科学技術・学術政策の最新動向をまとめ、毎月レポートを作成し展開
•研究力分析：研究IR

• 書誌データを用いた研究活動の把握と分析
→学内DBや二次文献DB等を用いた分析を実施

•公募事業申請支援
• 全学単位での申請となるプロジェクトの企画、申請支援の実施

•論文投稿料等支援事業（研究推進課、経理課、図書館情報課と連携）
• 一定の基準を満たした国際ジャーナルへの投稿料等を支援制度の企画
運用

•オープンサイエンスの推進（附属図書館との連携）
• オープンサイエンスワークショップ
• オープンアクセス勉強会

研究力分析→積極的な成果発信への関心
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研究力分析：研究IR
•政策動向調査

• 科学技術・学術政策の最新動向をまとめ、毎月レポートを作成し展開
•研究力分析：研究IR

• 書誌データを用いた研究活動の把握と分析
→学内DBや二次文献DB等を用いた分析を実施

•公募事業申請支援
• 全学単位での申請となるプロジェクトの企画、申請支援の実施

•論文投稿料等支援事業（研究推進課、経理課、図書館情報課と連携）
• 一定の基準を満たした国際ジャーナルへの投稿料等を支援制度の企画
運用

•オープンサイエンスの推進（附属図書館との連携）
• オープンサイエンスワークショップ
• オープンアクセス勉強会



•研究IR：研究活動に関するInstitutional Research
•定量的・定性的双方のデータを活用して機関の研究活動の状況
を把握し、研究戦略立案の基礎となるエビデンスを提供する。

•計量書誌学的手法での分析活動もよく行われる。
→論文数、被引用数、被引用数関連指標、共著分析など

• 研究者総覧データベースの活用
• 二次文献データベース

（Web of Science、Scopus、CiNii、J-GLOBAL…）
•競争的研究資金の獲得状況の分析も組み合わせて実施

• 機関内部の財務データ(共同研究、受託研究、寄付金)
• 科学研究費助成事業データベース（https://kaken.nii.ac.jp/）

５．研究力分析：研究IR
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機関の研究活動を分析する仕事 研究IR
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論文数シェアの低下と被引用インパクトの低下問題

文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2018」調査資料-274、2018年8月
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参考：横浜国立大学の場合

文部科学省科学技術・学術政策研究所、科学研究のベンチマーキング2015、調査資料-239、2015年8月より矢吹が抜粋
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論文数、被引用数の増加対策を考える必要も。。。
•大学ランキングでは論文数や被引用数指標が効いてくる。

• Times Higher Education World University Rankings 2019の評価指標
• Education 30%(Reputation 15%, Staff-to-Student ratio…)
• Research 30%(Reputation 18%, Research Income 6%, Research Productivity 6%)
• Citation 30%
• International Outlook (7.5%)
• Industry Income (2.5%)
Times Higher Education. World University Rankings 2019: methodology , Retrieved 2018-10-20, 
from https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2019

•第5期科学技術基本計画期間の目標値
「我が国の総論文数を増やしつつ、我が国の総論文数に占める被引用回
数トップ10％論文数の割合が10％となることを目指す。」

•そんなに日本の研究レベルが下がっているのか？
• 視認性の問題もあるのではないか・・・
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“Open Access論文の被引用数は平均に対して18％多い”
(Piwowar, H. et al., 2018)

*Piwowar H, Priem J, Larivière V, Alperin JP, Matthias L, Norlander B, Farley A, West J, Haustein S. (2018) The state of OA: a 
large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. PeerJ 6:e4375 https://doi.org/10.7717/peerj.4375

•特にハイブリッドOA
とグリーンOAの寄与
が高い

※OAの種類
• Gold: Published in an open-

access journal that is indexed 
by the DOAJ.

• Green: Toll-access on the 
publisher page, but there is a 
free copy in an OA repository.

• Hybrid: Free under an open 
license in a toll-access journal.

• Bronze: Free to read on the 
publisher page, but without an 
clearly identifiable license.

• Closed: All other articles, 
including those shared only on 
an ASN or in Sci-Hub.

https://doi.org/10.7717/peerj.4375
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WoS-OA調査：国立大学と世界トップ大学の比較
• WoS収録の個別論文にOAフラグを利用して、諸大学のOA率
(PY=2010-2018, DT=Article & Review, 2018-06-26)を分析。

• THE2015-2018 Top10大学の各年OA率中央値は50％前後
Top10大学：
オックスフォード大学、ケンブリッジ大学、カリフォルニア工科大学、
スタンフォード大学、マサチューセッツ工科大学、ハーバード大学、
プリンストン大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン、シカゴ大学、
チューリッヒ工科大学、ペンシルペニア大学

•日本の国立大学各年OA率中央値は30％～40％
• OA率の高い大学もあるが、全体としては低め（YNUは低いグループ）
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SHERPA/RoMEOを活用したGreen-OAの調査
•非OA論文はどのようなものなのか？

• OAに出来ないのか、していないだけなのか？
• OAに出来るとして、費用がかかる話になるか？

• WoS収録論文について掲載誌のOAポリシーを調査
1. WoS論文リストを作成
2. １のうち、別刷り請求先が本学所属著者となっているものを識別

（本学所属著者が責任著者と想定）
3. 掲載誌リストを作成（タイトル、ISSN両方で整理）
4. SHERPA/RoMEOのAPI（Application Programming Interface）を用いてOAポ

リシーを一括取得
5. 各論文と雑誌をキーにOAポリシーを結合

•結果“ROMEO Colour :green”にも関わらず
横浜国立大学所属責任著者非OA論文が一定の割合で確認される。



参考：SHERPA/RoMEO Colour
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ROMEO Colour “green”ということは；
Pre-printとPost-prontもしくは出版版PDFをアーカイブできる

SHERPA/RoMEO Definitions and Terms, http://www.sherpa.ac.uk/romeo/definitions.php （閲覧：2018-10-20）



参考：SHERPA/RoMEO APIの活用
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APIを通じてでXMLを取得してポリシーリストを作成

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/api29.php
?ak=ApplicationKey&issn=issn

XML

SHERPA/RoMEO_api_issn.pynb (Anaconda / jupyter notebookで開発・実行)
ISSNリスト

XXXX-XXXX
XXXX-XXXX

SHERPA/RoMEO APIで問合わせ

※APIの利用に際しては過剰なアクセスが発生しないように注意が必要です。
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機関リポジトリはOA化に活用されていないのか？
•「IRDBコンテンツ分析」を手がかりに本学の機関リポジトリの
特徴を見る（https://irdb.nii.ac.jp/analysis/index.php）。

• IRDB全体のコンテンツ分析を行うと、「紀要論文」が一番多い
ものの（53.19％ 2018-10時点）、「学術雑誌論文」登録数も伸
びている。

•横浜国立大学は「紀要論文」「学位論文」が伸びているが、
「学術雑誌論文」の伸び率、割合が低い傾向にある。



参考：「IRDBコンテンツ分析システム」新IRDBベースへ
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ちなみに：2019年１月以降は新IRDBで分析できるそうです
• IRDBコンテンツ分析システムは2018年12月末でサービス終了
•新IRDB（https://dev.irdb.nii.ac.jp/）からコンテンツ統計の出
力が可能。

学術機関リポジトリデータベース https://dev.irdb.nii.ac.jp/（閲覧：2018-10-23）



６．Open Accessと機関リポジトリ
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“green”雑誌掲載論文をリポジトリへ！（という希望）

•横浜国立大学は2018年よりOA方針策定、研究成果は原則OA化
することを求めている。

• ROMEO Colour “green”雑誌に掲載されている論文は積極的に機
関リポジトリへ掲載していきたい。

•一方で、機関リポジトリ登録の作業は研究者にとっても手間
がかかるため、この作業に研究者の時間を割かせたくない。

•少なくとも、組織的に支援している論文はOA化を促進し、機
関リポジトリの活用も積極的におこなう。



６．Open Accessと機関リポジトリ
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オープンアクセスはオープンサイエンスの第一歩

林和弘「オープンアクセスからオープンサイエンスに至るまでの俯瞰と要点」より抜粋
第1回国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会(内閣府)（2014年12月9日）資料6-1
http://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/openscience/1kai/1_openscience_shiryou_6_1.pdf （閲覧：2017-11-9）

• オープンサイエンス
は研究成果（論文や
研究データ等）を広
く共有することに
よって新たな知の創
出を図ろうとする科
学の営み。

• 大学内外の研究の在
り方も変わっていく
ことが予期される。



６．Open Accessと機関リポジトリ
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オープンアクセス、オープンサイエンスへの意識喚起

■オープンサイエンスワークショップ
＠横浜国立大学中央図書館メディアホール 2016.2.22
横浜国立大学附属図書館 「「オープンサイエンスワークショップ」を開催しまし
た」http://www.ynu.ac.jp/hus/lib/15496/detail.html（閲覧：2018-10-20）

■附属図書館長及びURAによる教授会での説明
2016.12～2017.2

■オープンアクセス勉強会
@横浜国立大学中央図書館メディアホール 2017.10.18
横浜国立大学附属図書館「オープンアクセスに関する勉強会を開催しました」
http://www.ynu.ac.jp/hus/lib/19076/detail.html（閲覧：2018-10-20）
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Predatory OA Journalへの警鐘も
Predatory Publisher / Journal（ハゲタカ出版社・ジャーナル）
• OA学術雑誌を標榜しながら、下記のような不適切な出版事業を
行う業者やその雑誌。

• 適切な査読が行われていない＝掲載費さえ払えば掲載される
• 著名な専門家を無断で編集者リストに掲載
• 偽ったインパクトファクターの掲⽰

など、研究倫理の面からも問題がある

学内向け粗悪OAジャーナルについての解説資料



７．論文投稿支援と機関リポジトリ
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論文投稿料等支援事業と機関リポジトリ
•政策動向調査

• 科学技術・学術政策の最新動向をまとめ、毎月レポートを作成し展開
•研究力分析：研究IR

• 書誌データを用いた研究活動の把握と分析
→学内DBや二次文献DB等を用いた分析を実施

•公募事業申請支援
• 全学単位での申請となるプロジェクトの企画、申請支援の実施

•論文投稿料等支援事業（研究推進課、経理課、図書館情報課と連携）
• 一定の基準を満たした国際ジャーナルへの投稿料等を支援制度の企画
運用

•オープンサイエンスの推進（附属図書館との連携）
• オープンサイエンスワークショップ
• オープンアクセス勉強会



７．論文投稿支援と機関リポジトリ
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影響度の高い国際学術雑誌への投稿料を支援
• 2017年度は学長戦略経費、
2018年度は横浜国立大学基
金を活用して実施。

•分野別IF順位上位50％となる
ジャーナルへの投稿を支援。

•支援対象にはAPCも含む。

•本事業を活用した論文は、
OA化を推奨し、機関リポジ
トリの活用も案内している。

横浜国立大学研究推進機構「査読付き国際ジャーナル論文投稿支援事業」
http://www.ripo.ynu.ac.jp/support/PublicationFeeSupport/ (閲覧:2018-10-20)



７．論文投稿支援と機関リポジトリ

52

申請項目の簡素化、連絡の迅速化への工夫
• Microsoft Forms及びFlowを利用して関係各所への連絡を自動化

経理課（支払い伝票情報の提供依頼）、研究推進課（研究者総覧への入力依頼）、
図書館情報課（機関リポジトリへの登録案内依頼）

•機関リポジトリ登録を教員が希望すると、申し込みと同時に図
書館担当者へも連絡メールが届く。

• Crossref API活用により、書誌情報入力をDOIのみに省力化

論文投稿料等支援事業申し込みフォーム(Microsoft Flow)より抜粋

Microsoft Flow の設定画面より抜粋
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Crossref APIの活用による書誌情報入手の省力化
• Crossrefが提供するAPIを活用

https://www.crossref.org/services/metadata-delivery/rest-api/
•特定のアドレスに特定の形式で問い合わせると書誌情報が返っ
てくる。
例えば…

{"status":"ok","message-type":"work","message-version":"1.0.0","message":{"indexed":{"date-parts":[[2018,10,20]],"date-time":"2018-10-20T06:22:53Z","timestamp":1540016573876},"reference-
count":0,"publisher":"Wiley","issue":"11","license":[{"URL":"http:¥/¥/doi.wiley.com¥/10.1002¥/tdm_license_1.1","start":{"date-parts":[[1992,11,1]],"date-time":"1992-11-01T00:00:00Z","timestamp":720576000000},"delay-in-days":0,"content-
version":"tdm"},{"URL":"http:¥/¥/onlinelibrary.wiley.com¥/termsAndConditions#vor","start":{"date-parts":[[1992,11,1]],"date-time":"1992-11-01T00:00:00Z","timestamp":720576000000},"delay-in-days":0,"content-version":"vor"}],"content-
domain":{"domain":[],"crossmark-restriction":false},"short-container-title":["The EMBO Journal"],"published-print":{"date-parts":[[1992,11]]},"DOI":"10.1002¥/j.1460-2075.1992.tb05481.x","type":"journal-article","created":{"date-parts":[[2018,9,6]],"date-
time":"2018-09-06T17:22:34Z","timestamp":1536254554000},"page":"3887-3895","source":"Crossref","is-referenced-by-count":47,"title":["Induced expression of PD-1, a novel member of the immunoglobulin gene superfamily, upon programmed cell 
death."],"prefix":"10.1002","volume":"11","author":[{"given":"Y.","family":"Ishida","sequence":"first","affiliation":[]},{"given":"Y.","family":"Agata","sequence":"additional","affiliation":[]},{"given":"K.","family":"Shibahara","sequence":"additional","affiliation":[]},{
"given":"T.","family":"Honjo","sequence":"additional","affiliation":[]}],"member":"311","published-online":{"date-parts":[[1992,11,1]]},"container-title":["The EMBO Journal"],"original-
title":[],"language":"en","link":[{"URL":"https:¥/¥/api.wiley.com¥/onlinelibrary¥/tdm¥/v1¥/articles¥/10.1002%2Fj.1460-2075.1992.tb05481.x","content-type":"application¥/pdf","content-version":"vor","intended-application":"text-
mining"},{"URL":"http:¥/¥/onlinelibrary.wiley.com¥/wol1¥/doi¥/10.1002¥/j.1460-2075.1992.tb05481.x¥/fullpdf","content-type":"unspecified","content-version":"vor","intended-application":"similarity-checking"}],"deposited":{"date-parts":[[2018,9,6]],"date-
time":"2018-09-06T17:22:52Z","timestamp":1536254572000},"score":1.0,"subtitle":[],"short-title":[],"issued":{"date-parts":[[1992,11]]},"references-count":0,"journal-issue":{"published-print":{"date-
parts":[[1992,11]]},"issue":"11"},"URL":"http:¥/¥/dx.doi.org¥/10.1002¥/j.1460-2075.1992.tb05481.x","archive":["Portico"],"relation":{},"ISSN":["0261-4189"],"issn-type":[{"value":"0261-4189","type":"print"}],"subject":["General Biochemistry, Genetics and 
Molecular Biology","General Immunology and Microbiology","General Neuroscience","Molecular Biology"]}}

https://api.crossref.org/works/10.1002/j.1460-2075.1992.tb05481.x 

※APIの利用に際しては過剰なアクセスが発生しないように注意が必要です。

{
"doi":"10.1002¥/j.1460-2075.1992.tb05481.x",
"title":"Induced expression of PD-1, a novel member of the immunoglobulin gene superfamily, upon programmed cell death.",
"journal":"The EMBO Journal",
"issn":"0261-4189"
}

CrossrefAPI.php
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国際ジャーナル掲載論文だけが研究成果ではない
•和文学術雑誌論文や紀要論文も研究活動分析には把握する必要
がある。
→特に教育系・人社系の研究成果は和文で多く展開されている

•紀要論文発表のプラットフォームとして機関リポジトリの役割
が大きい。

• IRDB全体で紀要論文は53.19％（2018年10月）
• 横浜国立大学学術情報リポジトリ登録コンテンツの約66％が紀要論文
（2018年10月）

•リポジトリは紀要論文など限られたコミュニティで共有されて
いた研究成果をより広く展開することを可能とする。



参考：横浜国立大学学術情報リポジトリ

57

教育系、人文社会科学系紀要がリポジトリで発行

横浜国立大学学術情報リポジトリ「ランキング」https://ynu.repo.nii.ac.jp/（閲覧：2018-10-23）



８．教育系・人文社会系と機関リポジトリ
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機関リポジトリを含めて研究成果を把握したい
• CiNiiを用いると和文論文や紀要論文情報を含めて多くの論文情
報が取得できる。

•ただし、機関リポジトリ登録の紀要論文についてはメタデータ
が十分にCiNiiに伝わっていない問題がある。

• 例えば、機関リポジトリでのみ出版されている紀要論文は、タイトル、著
者名等はCiNii Articleの書誌情報に含まれるが、著者所属情報が含まれな
い。機関リポジトリ側で検索すると、所属情報も含まれている。

• junii2とCiNii Articleのデータ連係項目に所属情報が含まれないため、CiNii
では所属検索結果が不十分となることが原因？

• 著者ID名寄せ問題も（CiNii 著者IDがばらけているケースが多くある）

•和文論文の横断的な分析はこれからの課題
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参考：IRDBハーベストでCiNiiに連携されるデータ項目の対応について

今後は

国立情報学研究所 学術機関リポジトリ構築連携支援事業「IRDBハーベストについて」
https://www.nii.ac.jp/irp/archive/system/irdb_harvest.html (閲覧：2018-10-20)

学術機関リポジトリデータベースサポート「IRDBとは」https://support.irdb.nii.ac.jp/ja (閲覧：2018-10-20)



９．機関リポジトリとORCID
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機関リポジトリとORCIDの連携で国際的な情報発信へ
• ORCID(Open Researcher & Contributor ID)世界中の研究者に
一意のIDを付与する非営利団体。 • ORCIDには、研究業績等の

情報が記録される。
• 出版社やDOI発行機関と連
携し、ID保有者が許可すれ
ば出版と同時に著者の
ORCIDに論文情報を書き込
むことが可能になっている。

• 所属情報についてもID保有
者が許可すれば所属機関が
書き込むことができる。

• ORCID記載情報を第三者が
保証する仕組みとなってい
る。宮入暢子「国際研究者識別子ORCIDの活用：研究者の視点から」

http://www.ripo.ynu.ac.jp/news/orcid_workshop_201803.html（閲覧：2018-10-20）より抜粋
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参考：ORCID 掲載イメージ

https://orcid.org/0000-0001-9008-7100
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参考：日本のORCIDメンバー機関（大学・研究機関）

ORCID Member Organizations https://orcid.org/members (閲覧：2018-10-24)



ご紹介：ORCIDと日本コンソーシアム
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ORCIDの日本普及を行うコンソーシアムが準備中

日本の大学・研究機関におけるORCIDコンソーシアムを検討する会 http://orcid-jp.net/ (閲覧：2018-10-24)



10．機関リポジトリ登録数の増加に
よるOA拡大
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なるべく手間（とお金）をかけずにOA化を推進したい
•機関リポジトリへの登録はなかなかに面倒くさい

• そもそも本人が申請しないと出来ないことも手間
• 登録許諾書の作成も手間
• 共著者の許諾を得るのも手間
• 国内誌はポリシーがよくわからないものも

•申請する側も、受け付ける側もできるだけ手間のかからない
ワークフローの構築が重要

• 紙の作業はゼロにする。→手続きは可能な限り電子化
• 申請者にしかわからない情報だけを申請すればすむように
• 論文発表状況の把握と連携させた申請を推奨する取り組み



11．終わりに
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機関リポジトリは学術情報流通の最前線
• Research Commonsとしての大学図書館

• Learning Commonsとしての重要性に加えて、機関の研究活動を支える
Research Commonsとしての機能への期待

• 研究ライフサイクルの各段階に対する図書館の貢献も期待される

•学術情報流通の最前線としての機関リポジトリ
• 機関リポジトリは大学の知識を社会へ展開する有力なプラットフォーム
• 利用者(読者)視点のコンテンツ拡充と同時に著者・機関視点の戦略的情報
発信基盤としてのリポジトリとの見方も重要
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