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はじめに

• 機関リポジトリは、独自の集客力を持ちません（閲覧利用者が、目的

の文献を求めて各機関リポジトリを検索して回る、ということは期待

できません）。

• したがって、機関リポジトリは、登録した学術雑誌論文を発見しても

らえるよう、そのメタデータを国内のみならず全世界へ流通させる必

要があります。

• 本講では、登録した学術雑誌論文のメタデータがどのようにして他の

サービスへ流れ、表示されるようになるかを紹介し、機関リポジトリ

が学術情報の広汎な流通に寄与していることを実感していただくこと

を目標とします。

JPCOAR人材育成作業部会 3

なお、登録するコンテンツの種類、各機関のシステム、サービスの登録状況に

よっては、例とは違う画面が表示されたり、異なる流れで流通することがあり

ますので、予めご承知おきください。
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機関リポジトリに登録された論文の流通イメージ
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等

担当者

登録

メタデータ
（oai_dc）

（https://support.irdb.nii.ac.jp/ja IRDBの主な機能と特徴 から画像を引用・加工）

担当者が学術雑誌論文を機関リポジトリへ登録すると、そのリポジトリ上でそ
の論文を検索し、利用できるようになります。
では、その論文を利用したいとき、登録されている機関リポジトリで検索しな
くてはいけないでしょうか。
そんなことはありません。実際は、その論文のメタデータが様々なところに流
通し、多様なサービス上で利用可能になっているため、その論文をわざわざ登
録されているリポジトリ上で検索する必要はないのです。

この教材では、機関リポジトリ担当者が登録した学術論文が、どのように流通
していくかの例を示します。
図はhttps://support.irdb.nii.ac.jp/ja IRDBの主な機能と特徴 から画像を引
用・加工しています。
登録されたコンテンツの種類や各機関によるサービスへの登録状況等により、
必ずしも矢印の通りに流通するわけではありませんが、機関リポジトリに登録
された学術論文のメタデータは、様々なサービスへ流通し、それぞれで提供さ
れていきます。
桃色の矢印で示されているのは、各機関によるサービス登録状況により流通の
有無にバラつきのある経路です。

それでは、最初に論文を機関リポジトリへ登録するところから、様々なサービ
スへ流通していく具体例を見ていきましょう。
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本文 登録画面 メタデータ表示画面

１．各機関リポジトリへの登録例・メタデータ
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学術雑誌論文のメタデータを入力、本文をアップロードして、機関リポジトリ
に登録していきます。
機関リポジトリにコンテンツを登録するとき、どういったメタデータ項目を入
力するかは各機関で自由に設定できます。
しかし、メタデータの項目を完全に自由に設定できるというわけではありませ
ん。詳しくは後述します。

なお、本教材ではメタデータとは何かについて詳しく説明しませんが、詳しく
知りたい場合は、教材「機関リポジトリの管理」の「３．実務 ③メタデータの
設計」を参照してみてください。

画面の例では、論文のタイトル、著者が設定したキーワード等がメタデータと
して登録されているのが分かります。
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同じ？

１．１ メタデータ規格
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• 各サービスで使用されるメタデータの項目・要素が異なる

• メタデータの円滑な流通のため、必要な項目・要素や書き方を決めた

メタデータ規格（フォーマット）が策定されている

各機関で自由にメタデータを登録すると、様々なサービスへメタデータを流通
させる際に不都合が生じます。
ここで起こる不都合とは、それぞれのサービスがメタデータを集めようとした
ときに、それぞれのサービスで必要なメタデータ項目が機関リポジトリ上のど
のメタデータ項目と対応しているかがわからず、何を集めていいかわからなく
なってしまうようなことです。

画面の例では、論文上では「キーワード」、ある機関リポジトリでも「キー
ワード」となっている項目が、異なるサービスでは「件名（キーワード）」に
なっています。
人の目で見るとそれぞれ似たような意味だから同じものだろうということはわ
かりますが、機械にはそのような柔軟な判断ができません。
これを防ぎ、円滑にメタデータが流通できるよう、それぞれのコンテンツを表
すのにどういったメタデータの項目・要素が必要か、どういったメタデータ要
素を使用するかというメタデータ規格（メタデータ・フォーマット）が策定さ
れています。
各機関リポジトリでは、それぞれで使用しているメタデータを特定の規格に対
応させて出力できるようにしているため、メタデータの流通が可能となってい
ます。
日本国内の機関リポジトリの多くで使われているメタデータ規格は主に2つ、
junii2とJPCOARスキーマです。
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１．１．１ メタデータ規格 – junii2
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• 国立情報学研究所が策定したメタデータ規格

• 日本国内における標準仕様として広く流通

• 数年後には廃止予定

junii2は国立情報学研究所が機関リポジトリの相互運用性確保のために策定した
メタデータ規格です。
現在でも国内で広く使用されており、後述のIRDBでもこの標準を利用していま
すが、数年後を目途に廃止が予定されています。
このjunii2の後継が、もう一つのメタデータ規格、JPCOARスキーマです。
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１．１．２ メタデータ規格 – JPCOARスキーマ
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• オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）が策定した
メタデータ規格

• オープンサイエンスおよびオープンアクセス方針への対応、
国際的な相互運用性の向上等を意図

• junii2の後継として策定されており、junii2からJPCOARスキーマへの
後方互換性あり

（参考）

JPCOARスキーマガイドライン https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja

JPCOARスキーマは、オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）が策定
した新たなメタデータ規格です。
国際的なデータベースで使われているメタデータ形式を参照して作られており、
オープンサイエンスおよびオープンアクセス方針への対応や日本の機関リポジ
トリのメタデータの国際的な相互運用性の向上を意図し、日本の学術的成果の
円滑な流通を図ることを目的としています。
junii2と同じく、後述のIRDBによるメタデータ収集に使用されています。
junii2の後継として策定されており、junii2形式のメタデータをJPCOARスキーマ
形式のメタデータに変換できる後方互換性があります。

JPCOARスキーマは、今後の日本国内の機関リポジトリにおいて欠かせない規格
です。
詳細については、JPCOARスキーマガイドライン
（https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja）や、今後行われる月刊JPCOARの講義を参
照してみてください。
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１．２ メタデータのクロスウォーク
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ク
ロ
ス
ウ
ォ
ー
ク

内部メタデータ

機関リポジトリ

クロスウォーク：メタデータを特定の規格に対応した形式に
変換するプログラム

参照して
特定形式に
変換

マ
ッ
ピ
ン
グ

出力

出力

先に挙げた標準に従ってメタデータを出力するためには、各機関リポジトリで
登録されたメタデータ要素を各メタデータ規格の特定の要素へ変換して対応さ
せる必要があります。
機関リポジトリの内部で使われているメタデータを特定の規格に従った形式に
変換するプログラムをクロスウォークといいます。
クロスウォークは、それぞれのメタデータ要素を特定のメタデータ規格のどの
要素に対応させるかを示すマッピングを参照し、それに従ってメタデータを変
換し、出力します。
機関リポジトリに登録されたコンテンツのメタデータ流通にはマッピングとク
ロスウォークが欠かせません。
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１．３ メタデータのマッピング
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機関リポジトリ内部 JPCOARスキーマ junii2 oai_dc

タイトル dc:title title dc:title

言語 dc:language language dc:language

著者 jpcoar:creator creator dc:creator

著者学内ID - - -

本文URL jpcoar:URI fullTextURL dc:identifier

キーワード jpcoar:subject subject dc:subject

… … … …

• 機関リポジトリ内部のメタデータ項目と、各メタデータ規格における
要素の紐づけ

クロスウォークがメタデータの変換の際に参照するマッピングとは、機関リポ
ジトリ内部のメタデータ項目が、特定のメタデータ規格におけるどの要素に対
応するかを設定したものです。
機関リポジトリの内部では「タイトル」というメタデータ項目が、JPCOARス

キーマではdc:title、junii2ではtitle、oai_dc（メタデータ規格の一つです。後述
します）ではdc:title、といったように設定します。
また、緑字の「著者学内ID」のように大学で独自に運用しているもの等、機関
リポジトリの内部だけで持っていればよいメタデータであれば、その項目は
マッピングの設定をする必要はありません。
前述の通り、各機関リポジトリの内部ではどのような情報をメタデータに使用
するかを自由に決められますので、自機関において必要と考えられる独自のメ
タデータ項目を設定してもまったく問題ありません。
その一方で外部との連携を見据え、特定のメタデータ規格に変換できるように
変換後のそれぞれの要素に対応する項目をあらかじめメタデータとして持って
おくように設定しておく必要があります。
機関リポジトリのシステムを移行することもあるため、今後、既存のシステム
で保有しているメタデータを新たなシステムのメタデータと対応させる作業が
発生し、あなたがその担当となる場合もあります。
そういったことにも備え、自身の所属機関のリポジトリにおいて、どのような
メタデータ項目が設定されているかをあらかじめ確認しておいてもよいでしょ
う。
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２．各機関リポジトリとIRDBとの連携
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1. OAI-PMHによるメタデータの収集
（収集可能なメタデータ形式はJPCOARスキーマまたはjunii2）

2. junii2形式のメタデータをJPCOARスキーマに変換
3. エラーチェック・正規化して集約

（https://support.irdb.nii.ac.jp/ja IRDBの主な機能と特徴 から画像を引用・加工）

続いて、クロスウォークによって形式を変換されたメタデータが流通していく
様子を見ていきましょう。

機関リポジトリに登録されたコンテンツのメタデータは、日本国内の学術機関
リポジトリに登録されたコンテンツのメタデータを収集し、提供するデータ
ベース・サービスである学術機関リポジトリデータベース : Institutional 
Repositories DataBase（IRDB）に収集（ハーベスト）されます。
IRDBによるメタデータ収集の際には、OAI-PMHというメタデータの交換規約に
則った方法で、junii2もしくはJPCOARスキーマに従った形式のメタデータが各
機関リポジトリから提供されます。

その際、junii2形式のメタデータはJPCOARスキーマ形式に変換され、元から
JPCOARスキーマ形式のメタデータとともにエラーチェック・正規化されて
IRDBに集約されます。

このとき収集されるのはメタデータのみで、本文のPDF等は収集されません。
コンテンツ本体は、各機関リポジトリで保管・公開しておく必要があります。
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２．１ OAI-PMH

データの自動収集によってメタデータを交換するための規約の名称

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting（OAI-PMH）

JPCOAR人材育成作業部会 12

機関リポジトリ
（データの提供者）

IRDB等
（データの収集者、
サービスの提供者）

データのリクエスト

データの提供

データの収集（ハーベスト：刈り取り）

先ほど出てきたOAI-PMHは、データの自動収集によってメタデータを交換する
ための規約（プロトコル）の名称です。
正式にはOpen Archives Initiative Protocol for Metadata Harvestingといい、
Open Archives Initiativeによって策定された全世界のリポジトリで共通のプロト
コルです。

IRDB等が機関リポジトリからデータを収集する際には、データのリクエストを
送り、それに基づいてデータが提供されるという一連の流れがあります。
この流れの中で、どういった形式でデータのリクエストをするか、そしてリク
エストを受けてどういった形式でデータの提供をするか、というところを定め
ているのがOAI-PMHです。
OAI-PMHの名前の通り、ここでやり取りしているデータとは、機関リポジトリ
等に登録されたコンテンツのメタデータを指します。

12



２．２ メタデータ表示例
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IRDBでは、各機関リポジトリから収集されたメタデータを検索できるように
なっています。
左が検索画面です。ここからキーワード等を入力して、目的のコンテンツを検
索できます。
検索してヒットしたメタデータのタイトルをクリックすると、右の画面のよう
にそのメタデータを詳細表示できます。
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２．２．１ IRDBと機関リポジトリとのメタデータ対応

JPCOAR人材育成作業部会 14

OAI-PMHによる
メタデータ収集
（ハーベスト）

機関リポジトリでメタデータを表示した画面とIRDBで表示したメタデータとを
見比べてみると、機関リポジトリに登録されたメタデータがIRDB上のそれぞれ
の項目に対応して表示されているのが分かります。

また、IRDBの画面下部にファイルという項目がありますが、そこに表示されて
いるのは機関リポジトリにアップロードされている論文のPDFのURLです。
機関リポジトリとIRDBとの間でやり取りするのはメタデータだけですので、
IRDBが論文の本体ファイル（PDF等）を持っているわけではありません。

14



３．IRDBから各サービスへのデータ提供・メタデータ表示例

JPCOAR人材育成作業部会

（https://support.irdb.nii.ac.jp/ja IRDBの主な機能と特徴 から画像を引用・加工）

等

IRDBに集積・公開されたメタデータは、IRDBと連携している各サービスへ提供
されます。
この時にどういった形式でメタデータが提供されるかは連携先の各サービスに
よって異なりますが、JPCOARスキーマという規格は各サービスとの連携を見据
えて策定されているため、それぞれのサービスで必要な項目を必要な形式で提
供するようになっています。

本教材では例に出てきませんが、自機関の紀要に掲載された論文等、自機関が
デジタルのオリジナルデータを持つような場合は、ジャパンリンクセンターを
通じて、機関リポジトリのコンテンツにDOI（Digital Object Identifier：あらゆ
るものに付与される電子的な識別子。後述のハンドルURLの一種）を付与する
ことが可能です。

それでは、IRDBを経由して各サービスへ流通したメタデータがそれぞれのサー
ビスにおいてどのように表示されているか、具体的に見ていきましょう。
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３．１ CiNii Articles
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右の画面が、論文をCiNii Articles上で表示したものです。

CiNii Articles上のタイトルと機関リポジトリに登録された論文のタイトルに違い
がありますが、これはCiNii Articles上のタイトル等のメタデータが他のデータ
ベース等から収集したものであるためです。
IRDB経由のメタデータはそれぞれのCiNiiにおいて書誌の名寄せ作業に使用され、
名寄せのできた論文データには抄録やキーワードが表示されたり、「機関リポ
ジトリ」ボタンが表示されたりするようになります。
「機関リポジトリ」ボタンをクリックすると、論文が登録されている機関リポ
ジトリのメタデータ表示画面へ移動します。

また、今回の例は学術雑誌論文のためCiNii Articlesへメタデータが流通しました
が、博士論文の場合はCiNii Dissertationに流通する等コンテンツの種類によっ
ては別のサービスへ流通したり、あるいはCiNii系列には流通しなかったりしま
す。

なお、CiNii Articlesは2022年4月1日からCiNii Researchへ統合される予定です。
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３．１．１ CiNii Research

JPCOAR人材育成作業部会 17

CiNii Reserchではこのような画面で表示されます。
画面右の詳細情報欄、「Web Site」の項目を見ると、機関リポジトリへのリン
クが掲載されているほか、「HANDLE」の項目には機関リポジトリ上のハンド
ルURL（ハンドルシステムによりインターネット上に存在するコンテンツ等を
永続的に特定するための識別子）が表示されています。
また、画面右下の「データソース種別」の項目から、表示されているメタデー
タがIRDB由来のメタデータであることがわかります。
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３．２ 医中誌Web

JPCOAR人材育成作業部会 18

医中誌Webでは、収載する雑誌に掲載された論文の情報を独自に登録している
ため、検索結果で表示されるメタデータはIRDBを経由して流通したものではあ
りません。
しかし、機関リポジトリに登録された論文が医中誌Webに収載される雑誌に掲
載されたものであれば、IRDBを通じて医中誌Webと連携し、機関リポジトリへ
のリンクという形で表示されます。
このリンクをクリックすると、論文が登録されている機関リポジトリのメタ
データ表示画面へ移動します。
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３．３ NDL Search

JPCOAR人材育成作業部会 19

機関リポジトリに登録された論文のメタデータがIRDBを通じてNDL Searchへ流
通すると、メタデータはこのような画面で表示されます。
「見る・借りる」欄にあるリンクにはハンドルURLが設定されており、これを
クリックすると論文が登録されている機関リポジトリのメタデータ表示画面へ
移動します。
また、画面下部にあるPDFへのリンクは、機関リポジトリに登録されている
PDFのURLがそのまま記載されており、クリックすると他の画面を経由せず、
機関リポジトリから直接PDFをダウンロードできます。

なお、登録された論文が博士論文であった場合、国立国会図書館は連携された
メタデータを参照して、登録された機関リポジトリから論文の本文PDF（コン
テンツ自体）を収集します。
国立国会図書館による博士論文収集について詳細を調べたい場合は、以下の
URLをご参照ください。
https://www.ndl.go.jp/jp/collect/hakuron/index.html
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３．４ OpenAIRE

JPCOAR人材育成作業部会 20

OpenAIREは、世界中の主要なオープンアクセスプラットフォームや研究助成機
関からの情報を収集し、国際的なオープンアクセス／助成事業成果プラット
フォームです。
機関リポジトリに登録された論文のメタデータがIRDBを通じてOpenAIREへ流
通すると、メタデータはこのような画面で表示されます。
「Download from」の欄にある「JAIRO」と書かれたリンクをクリックすると、
論文が登録されている機関リポジトリのメタデータ表示画面へ移動します。
なお、JAIROはもともと日本の機関リポジトリ登録コンテンツの横断的検索機能
を提供していたもので、現在では同機能をIRDBが提供しています。
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３．５ ディスカバリーサービス
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ディスカバリーサービスは、蔵書目録、電子ジャーナル、データベース、機関
リポジトリ等図書館が提供する様々なリソースを同一のインターフェイスで検
索できるサービスのことです。
ディスカバリーサービスでは重複するメタデータが整理されるため、明確に
IRDB由来のメタデータという形では表示されない場合もあります。
表示される場合でも、本文ありのリソースとしてリンク先が機関リポジトリの
メタデータ表示画面になる場合もあれば、メタデータのみ（文献情報のみ）と
して表示される場合もあります。

表示例は、中央の画像がsummon、右の画像がEBSCO Discovery Serviceのもの
です。
summonの画面例では、機関リポジトリからIRDB、NDL Searchを経由したメタ
データが表示されています。
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４．OAIster、WorldCatへのメタデータ提供

JPCOAR人材育成作業部会 22

メタデータ
（oai_dc）

（https://support.irdb.nii.ac.jp/ja IRDBの主な機能と特徴 から画像を引用・加工）

世界最大の書誌・所蔵データベースであるWorldCat、世界中の機関リポジトリ
のメタデータを収集するOAIsterにも、登録された学術雑誌論文のメタデータは
流通します。
これにより、全世界の利用者が機関リポジトリに登録された論文へアクセスで
きるようになります。
機関によってはOAIsterから直接収集されるところもありますし、IRDBを経由し
てメタデータが提供される場合もあります。
WorldCatはOAIsterが収集したメタデータを包括しているので、OAIsterで利用
可能になっているメタデータは、ＷorldCatでも利用可能です。
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４．１ メタデータ規格 – oai_dc

JPCOAR人材育成作業部会 23

• 世界標準のメタデータ規格

• Dublin Coreの15の基本要素で表される

• OAI-PMHによるメタデータ収集のためには対応必須

• 世界中の機関リポジトリのメタデータをハーベストする
OAIsterでも使用

機関リポジトリから直接OAIsterがハーベストする場合には、OAI-PMHに従って
メタデータが収集されます。
その時、機関リポジトリが持つメタデータの出力形式としてリクエストされる
のが、oai_dcという世界的なメタデータ規格です。

oai_dcは、各要素をDublin Coreメタデータ基本記述要素集合
（https://dublincore.org/）の15の基本要素で表します。
OAI-PMHでは、この標準に従った形式でメタデータを出力できることが必須の
こととして、機関リポジトリ（データ提供者）に求めています。
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４．２ メタデータ表示例
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機関リポジトリに登録された論文のメタデータは、OAIster、WorldCatでこれら
のように表示されます。

中央の画像がOAIsterバージョン2のインターフェイスによるものです。
右の画像がWorldCatでの表示例ですが、従来のOAIsterの表示画面もほぼ同じ内
容です。
このように、全世界へメタデータは流通します。
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５．Google等へのデータ提供
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等

（https://support.irdb.nii.ac.jp/ja IRDBの主な機能と特徴 から画像を引用・加工）

ここまででも、機関リポジトリに登録した学術雑誌論文は、全世界から利用で
きるようになっているのは分かったかと思います。
とはいえ、全世界の人がWorldCatやOAIsterを利用しているわけではありません。

それらを利用しなくとも、Googleなどといった一般の検索サービスから、機関
リポジトリに登録された論文を検索できるようになっています。

Googleによる機関リポジトリからのメタデータの収集には、IRDB、CiNii
Articlesを経由して行われる経路と、Googleが機関リポジトリから直接収集（ク
ロール、クローリング）する経路があります。
ただし、直接収集が行われるのは、基本的に各機関がGoogleにメタデータを収
集するように登録している場合のみです。
なお、直接機関リポジトリから収集する場合、メタデータだけではなく、PDF
の本文データ等も検索エンジンの収集対象になっている場合があります。
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５．１ Google Scholar
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Googleの学術情報検索サービスGoogle Scholarでは、機関リポジトリに登録さ
れた論文のメタデータと、CiNii掲載のものとが表示されます。

上記の例で機関リポジトリに登録された論文についてはPDFの本文データも収
集されているため、検索結果のスニペットに本文の一部が表示されています。
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まとめ
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等

担当者

登録

メタデータ
（oai_dc）

（https://support.irdb.nii.ac.jp/ja IRDBの主な機能と特徴 から画像を引用・加工）

担当者が機関リポジトリに学術雑誌論文を登録するだけで、メタデータを各
サービスへ流通させ、全世界の人々に様々なサービスを介して論文の発見をし
てもらえるようになります。

機関リポジトリへの論文登録は、自機関で生み出されたコンテンツを保管・公
開をするだけにとどまらず、コンテンツのメタデータ流通により、学術情報の
世界全体に寄与する重要な作業です。

たくさんの人に使ってもらえるように、これからも論文等の機関リポジトリへ
のご登録、ご協力をよろしくお願いします。
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引用・参考文献は示した通りです。現在も使用されているドキュメントや過去
の研修資料等を参照すると、知識の充実が図れます。
その他、参考文献に示していないものの、資料中に表示例として画面を示した
サービスは下記の通りです。

IRDB：https://irdb.nii.ac.jp/
CiNii Articles：https://ci.nii.ac.jp/
CiNii Research：https://cir.nii.ac.jp/
医中誌Web：https://search.jamas.or.jp/
国立国会図書館サーチ（NDL Search）：https://iss.ndl.go.jp/
OpenAIRE：https://explore.openaire.eu/
summon表示例（東京大学 Tree）：https://tokyo.summon.serialssolutions.co
m/
EBSCO Discovery Service表示例（大阪大学 まとめて検索（ディスカバリー
サービス））：http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=ed
s-live&scope=site&type=0&mode=and&lang=ja&authtype=ip,guest&custid=
s1248554&groupid=main
OAIster（新インターフェイス）：https://oaister.on.worldcat.org/
WorldCat（OAIsterコンテンツ検索）：https://oaister.worldcat.org/
Google Scholar：https://scholar.google.com/
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これで本稿は終わりです。

これで本稿は終わりです。
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