
集計対象とした質問一覧

No 質問番号 対象 質問内容 必須／望ましい 短縮したタイトル

1 1.1.1 発見可能性

リポジトリは、高品質なメタデータ作成をサポー

トする何らかの機能を有していますか。 必須 Metadata quality

2 1.2.1 発見可能性

リポジトリはOAI-PMH形式でのハーベストに対

応していますか。 必須 OAI-PMH

3 1.3.1 発見可能性

コンテンツリソースの公開を取り下げた際、当該

コンテンツに付与していたメタデータは引き続き

外部から利用できますか。 必須 Metadata availability

4 1.4.1 発見可能性

リポジトリは、コンテンツリソースが利用できな

い場合でもランディングページにPID（永続的な

識別子）を付与できますか。 必須 PID-Contents

5 1.5.1 発見可能性

リポジトリのコンテンツリソースは、利用者自身

が検索できますか。 必須 External services connection

6 1.6.1 発見可能性

リポジトリは、何らかのレジストリサイトに登録

されていますか。 必須 Registry site for repository

7 1.7.1 発見可能性

リポジトリは、コンテンツリソース間のリンク関

係をサポートする仕組みを備えていますか。 望ましい Linking support

8 1.8.1 発見可能性

リポジトリはHTTPリンクヘッダー機能をサポー

トしていますか。 望ましい HTTP link headers

9 1.9.1 発見可能性

リポジトリは、資金提供者（助成機関）及び資金

提供プログラムに付与されたPIDをサポートして

いますか。 望ましい PID-funders

10 1.9.4 発見可能性

リポジトリは、著者名または貢献者名に付与され

たPIDをサポートしていますか。 望ましい PID-authors

11 1.10.1 発見可能性

リポジトリのメタデータは、クリエイティブ・コ

モンズ・パブリック・ドメイン・ライセンスの下

で利用できますか。 望ましい Metadata licensing

12 1.11.1 発見可能性

リポジトリのメタデータは、人間が読める形式及

び機械が読める形式で利用できますか。 望ましい Metadata format

13 1.12.1 発見可能性

リポジトリは粒度の異なるデータの利用をサポー

トする何らかの機能を有していますか。 望ましい PID-dataset granularity

14 2.1.1 アクセス

リポジトリへのコンテンツリソースにアクセスす

る際、ユーザはコストなしにアクセスできます

か。 必須 Free access

15 2.2.1 アクセス

リポジトリは、事前に定められた期間におけるコ

ンテンツリソースへの継続的なアクセスを保証し

ていますか。 必須 Ensuring access

16 2.3.1 アクセス

リポジトリは、障害者のために、コンテンツリ

ソースやメタデータへのアクセスをサポートする

何らかの機能を有していますか。 必須 Accessibility

17 2.4.1 アクセス

リポジトリの利用にあたり、ユーザはデバイスに

よる何らかの制限（例：スマホからアクセスでき

ないコンテンツがある）なく利用可能ですか。 必須 Device neutrality

18 2.5.1 アクセス

リポジトリは、大容量のファイルを扱うための何

らかのメカニズムをユーザに提供していますか。 望ましい Handling large files

19 2.6.1 アクセス

リポジトリは、アクセス制限のあるコンテンツリ

ソースを扱っていますか。 望ましい Indirect way to access

20 3.1.1 再利用

コンテンツリソースの利用条件に関する記述はメ

タデータに含まれていますか。 必須 Contents licensing

21 3.2.1 再利用

リポジトリが提供するPIDは、コンテンツリソー

スの提供が終了した後であっても、引用可能な形

（例：ランディングページを維持している）で運

用されていますか。 必須 Citable PIDs

22 3.3.1 再利用

リポジトリは、コンテンツリソースを登録する際

に推奨されるフォーマットのリストを提供してい

ますか。 必須 Preferred formats
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23 3.4.1 再利用

ランディングページのメタデータには、引用に必

要な情報が全て表示されていますか。 必須 Metadata for citation (human)

24 3.4.2 再利用

ランディングページから、引用に必要な情報は機

械可読形式でダウンロードできますか。 必須 Metadata for citation (machine)

25 3.5.1 再利用

リポジトリは、オープンなAPIを提供しています

か？ 望ましい Open API

26 3.6.1 再利用

コンテンツリソースの保存に当たり、適用してい

る標準フォーマットはありますか。 望ましい Contents format

27 4.1.1 完全性と真正性

リソースへの不正なアクセスやその不正な操作を

防ぐための実践方法を概説した情報セキュリティ

についての規定はありますか。 必須 Security policy

28 4.2.1 完全性と真正性

リポジトリは、リポジトリ内のメタデータとコン

テンツリソースの変更についてのログを記録して

いますか。 必須 Repository log

29 4.3.1 完全性と真正性

リポジトリは、寄託後のメタデータのバージョン

管理を行っていますか。 必須 Versioning - metadata

30 4.3.3 完全性と真正性

リポジトリは、寄託後のコンテンツリソースの

バージョン管理を行っていますか。 必須 Versioning - contents

31 4.4.1 完全性と真正性

リポジトリは、メタデータとしてコンテンツ提供

者に関する情報を提供していますか。 望ましい Contents provider's information

32 5.1.1 品質保証

リポジトリは、メタデータ及びコンテンツリソー

スの基本的なキュレーションを実施しています

か。 必須 Metadata curation - basic

33 5.2.1 品質保証

リポジトリは、メタデータ（及び該当する場合は

コンテンツリソース）のキュレーションプロセス

に関する文書またはポリシーを持っていますか。 必須 Curation policy

34 5.3.1 品質保証

リポジトリは、コンテンツリソースとメタデータ

の外部注釈機能をサポートしていますか。 望ましい Metadata curation - annotation

35 5.3.2 品質保証

リポジトリは、コンテンツリソースとメタデータ

へのコメント機能をサポートしていますか。 望ましい Metadata curation - commenting

36 5.3.3 品質保証

リポジトリは、コンテンツリソースとメタデータ

へのレビュー機能をサポートしていますか。 望ましい Metadata curation - reviewing

37 6.1.1

センシティブデータ／プライ

バシー

リポジトリは、センシティブデータを含むコンテ

ンツリソースに対するアクセス制限機能を備えて

いますか。 必須 Restricted access

38 6.2.1

センシティブデータ／プライ

バシー

リポジトリは、データのセキュリティ要件のレベ

ルに基づいた段階的なアクセスを提供しています

か。 望ましい Restricted access - extended

39 7.1.1 保存

リポジトリの⾧期的な管理・運用のための計画・

指針を定めていますか。 必須 Preservation policy - planning

40 7.1.2 保存

リポジトリの⾧期的な管理・運用のために必要な

資金を調達する計画・指針を定めていますか。 必須 Preservation policy - funding

41 7.2.1 保存

リポジトリで管理するデータの保存期間が定めら

れた文書またはポリシーがありますか。 必須

Preservation policy - duration of

time

42 7.2.2 保存

リポジトリで管理するデータの保存の実践に関し

て定めた文書はありますか。 必須 Preservation policy - practices

43 7.3.1 保存

データの保存方法を採用した経緯は文書化されて

いますか。 望ましい Policy development log

44 7.4.1 保存

コンテンツリソースの寄託者から受領する合意文

書は、データの⾧期的な保存のために必要なすべ

ての行為について記述されていますか。 望ましい Agreement

45 8.1.1 持続可能性とガバナンス

リポジトリの管理責任を持つ組織または部署はど

こか、明確に文書化されていますか。 必須 Organization's responsibility

46 8.2.1 持続可能性とガバナンス

リポジトリの管理組織における管理・サービスの

ための運用体制は、明確に文書化されています

か。 必須 Service governance
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47 9.1.1 その他

リポジトリの運用者は、コンテンツリソースの提

供者やユーザの利用を支援するために、窓口又は

ヘルプデスクを設けていますか。 必須 Help desk

48 9.2.1 その他

リポジトリの運用者は、一定の期間内（14日以内

を目安）にコンテンツリソースの提供者やリポジ

トリユーザからの質問に対応していますか。 必須 Reply deadline

49 9.3.1 その他

リポジトリの運用者は、当該リポジトリが収録対

象とするコンテンツリソース種別の範囲を概説し

た文書を公開していますか。または、それに関連

するポリシーを内部に持っていますか。 必須 Contents policy

50 9.4.1 その他

リポジトリは、閲覧数やダウンロード数を用いて

利用統計を収集、共有していますか。 必須 Usage information policy

51 9.5.1 その他

リポジトリは、十分にサポートされたオペレー

ティングシステムとその他のコアな基盤ソフト

ウェア上で稼働していますか。 望ましい Repository software

52 9.6.1 その他

コンテンツリソースの投稿/寄託システムは、コ

ンテンツリソース提供者が１つずつメタデータと

コンテンツリソースをアップロードする場合と、

複数のメタデータとコンテンツリソースを一括し

てアップロードする場合の両方に対応しています

か。 望ましい Bulk uploads function


