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DOI・ライセンスに関するヒアリング調査について 

JPCOARコンテンツ流通促進作業部会 
DOIチーム 

JPCOAR コンテンツ流通促進作業部会では、2021年度の取り組みとして、DOI・ライセンスに関するヒ
アリング調査を行いました。本稿はその調査結果を報告するものです。 

1. 調査の背景 
当作業部会では2020年度に、国内の機関リポジトリに登録されているメタデータを対象とした識別

⼦・ライセンスの付与状況を調査しました。その結果、2020年7月2日時点でIRDBに登録されている全
レコードのうち、DOI が付与されているメタデータは13.5％、ライセンスの記載があるメタデータは18.
9%にとどまっていることが明らかとなりました0F

1。 
DOIは論文など電⼦的な学術コンテンツに付与される識別⼦で、コンテンツを一意に特定でき、そ

れへの永続的なアクセスを可能とするものです。一方、ライセンスはコンテンツの利用条件を示すも
ので、コンテンツのアクセシビリティの向上と再利用が促されることによって研究の発展に寄与しま
す。 
このような学術情報流通における識別⼦・ライセンス付与の重要性を鑑みて、それらの量的把握を

進めていますが、付与を積極的に行っている機関の実践紹介や付与を行う上での懸案事項等の情報共
有については、今後取り組むべき課題となっていました。 

2. 調査の目的 
ヒアリングを通して、DOI・ライセンス付与の促進に有効な、あるいは障害となっている要素を明

らかにし、今後の普及活動に活かすことを目的としています。 

3. 調査方法 
 調査期間：2021年12月20日～2022年1月13日 
 調査対象：JPCOAR会員機関の中から国立大学・私立大学あわせて10機関を選定 
 調査方法：調査対象機関に対して事前に質問事項一覧を送付し、オンライン会議システムを使用し
て各機関リポジトリ業務担当者に対する1時間程度のヒアリングを実施 

4. 調査項目 
1. DOIの付与に関する共通の項目 
2. DOIの付与に積極的な機関向けの項目 
3. DOIの付与に未着手の機関向けの項目 
4. ライセンスの付与に関する共通の項目 

1 西岡千文. 機関リポジトリにおける識別⼦・ライセンスの付与状況. 2021. https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/records/680, 
(参照2022-07-19).
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5. ライセンスの付与に積極的な機関向けの項目 
6. ライセンスの付与に未着手の機関向けの項目 
各項目の詳細は別紙「参考資料1 質問項目一覧」参照 

5. 対象機関及び選定基準 
 DOIの付与に積極的な機関：同志社大学・東京大学・京都大学 

日本の機関リポジトリのレコードはほとんどの場合、ジャパンリンクセンター（以下、JaLC）を
通してDOIが登録されています。JaLC準会員館の付与件数一覧より、DOI の付与件数が多く、登録
コンテンツに対するDOI の付与が日常的な業務として行われていると考えられる機関を選定しまし
た。今回は、コレクション等に対する一括付与等、機関による特殊な事例は除外しました。（参考
資料2） 

 DOIの付与に未着手の機関：神奈川大学・東北大学※・長崎大学 
IRDB参加機関でJaLC準会員ではない機関は309あり、40％以上を占めています。また、JaLC参加

機関の中でDOIを全く付与していない機関は159あり、その中でも本文公開件数の多い大学を選定
しました。なお、国公私立や地域など条件の異なる大学機関を優先しています。（参考資料3） 
※ 東北大学はヒアリング時に、DOIの試行的な付与を開始していました。 

 ライセンスの付与に積極的な機関：北海道大学・京都大学・立教大学 
学術コンテンツのライセンスとしては、クリエイティブコモンズライセンス（以下、CCライセ

ンス）が最もよく利用されています。CCライセンスは「表示(BY)」「非営利(NC)」「改変禁止(N
D)」「継承(SA)」という4つの要素を組み合わせで、「CC-BY」や「CC BY-NC-ND」など6種類の
ライセンスが定義されているものです。 
本調査では、IRDB全件データより権利表示にCCライセンスが入力されているレコードを抽出し、

機関と資源タイプ別に分類しました。付与総数の多い機関の中から、紀要論文・学術雑誌論文・学
位論文に多く付与している機関をそれぞれ選定しました。（参考資料4） 

 ライセンスの付与に未着手の機関：東京大学・千葉大学・慶應義塾大学 
上記IRDB全件データより、各機関のレコード総数のうちCCライセンス付レコードが占める割合

を算出しました。このうちレコード総数が多く、割合の低い機関を選定しました。（参考資料5） 

6. その他 
DOI・ライセンスの付与状況を分析する資料として、国立情報学研究所（NII）より以下のデータを

ご提供いただきました。お礼申し上げます。 

 IRDB利用機関中のJaLC準会員およびDOI付与状況（2021 年8 月時点） 
 機関別 各資源タイプのDOI付与レコード件数（2021年9月時点） 
 IRDB全レコード（2021年9月時点） 

7. 成果物一覧 
 ヒアリング調査結果（まとめ） 
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 調査対象機関の取組み事例（10機関分） 
 （参考資料1）質問事項一覧 
 （参考資料2）機関・資源タイプ別DOI付与コンテンツ数（2021.9.13時点） 
 （参考資料3）DOI未付与のJaLC準会員館（2021.8時点） 
 （参考資料4）機関・資源タイプ別ライセンス付与コンテンツ数（2021.9時点） 
 （参考資料5）機関別ライセンス付与率（2021.9時点） 

JPCOARコンテンツ流通促進作業部会DOIチーム 
室井 万穂（九州大学） 
菅原  光（一橋大学） 

増山  廣美（国立情報学研究所） 
三木  保孝（大阪大学）

（本件の問い合わせ先：cwg@jpcoar.org）
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ヒアリング調査結果（まとめ） 

 DOI付与に関して
一般に公開されている図書館やリポジトリに関する規程・方針等に DOI に関する事項を設けて

いる機関は、10機関中 4機関でした。
図書館常勤職員における DOI 認知度は高いものの、担当業務によって知識の差があります。さ

らに私立大学の多くは図書系以外の部署との人事異動があるため、初任者に対して図書館業務全
般の説明を行う必要があり、その中で DOI について十分に伝えられるかという課題があります。
付与作業はほとんどの場合図書館が主として行いますが、中には紀要等の紙面に DOI を印字して
発行するなど、発行・校正の段階から発行元と連携を密にして付与作業を行っている機関があり
ました。また、研究者からの問い合わせについても、自身が関わる学内刊行物へ DOI を付与した
いという内容のものが多く、紀要等の学内刊行物とDOIは関わりが深いことが分かりました。

付与に積極的な機関（先行機関）
積極的に DOI 付与を進めている資源タイプとして挙げられたのは、紀要等の学内刊行物と学

位論文でした。これら以外にも研究報告書など、登録者から要望があれば柔軟に対応している
機関が多くありました。作業マニュアルの整備状況をお尋ねしたところ、JAIRO Cloud利用機関
については、4 機関中 3 機関が WEKO のマニュアルのみで十分対応できているという回答でし
た。JAIRO Cloud以外のリポジトリシステムを利用している機関はいずれも、独自に担当者用の
マニュアルを整備していました。
付与を開始したきっかけは、JAIRO Cloud への移行や JaLC への参加と回答した機関が多く、

研究者からの要望を受けて付与に乗り出した機関は調査の中では見られませんでした。研究者
に対しては、実際に DOI を導入した後に図書館からアプローチを行っているようです。作業に
係る課題や注意点については、付与実績が多い機関からは、コンテンツの取り下げや DOI の削
除依頼が挙げられました。また、紀要の紙面に DOI をあらかじめ印字している機関では、異な
る論文への振り間違いや付与番号に誤りがないよう、細心の注意を払っているとのことでした。

DOI の付与が促進される方策としては、規定・方針等へのDOI に関する事項、とりわけ特定
の資源タイプのコンテンツへの一律付与を明示し、それに対応したワークフローを確立するこ
とが考えられます。
なお、一部の機関については、Crossref DOI や研究データに対する DOI 付与についてもヒア

リングを行いました。どの機関も現時点では研究者からの問い合わせに対応する形で付与して
おり、特に研究データについては事例を積み重ねている段階との回答でした。

付与に未着手の機関
事前調査の段階で登録コンテンツにまだ 1 件も DOI が付与されていない機関について、「付

与に未着手である」と判断してヒアリングを行いましたが、実際には既に試行的に付与を開始
している機関がある一方で、そもそも DOI 付与の必要性を感じないため導入を検討していない
という機関もあり、検討状況は様々でした。
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JaLC加入の経緯についてお聞きしたところ、JAIRO Cloudの利用申請時に JaLCへの同時加入
について確認されたので加入したに過ぎないという事情がありました。JaLC 参加機関のうちま
だDOIを 1件も付与していない 159機関について、JAIRO Cloud利用機関は同様の事情である
可能性があります。一方で DOI の付与を検討しているが進められていない機関では、その要因
として人手不足を挙げており、また次期 JAIRO Cloud へ移行完了次第付与を開始したいとのこ
とでした。先行機関の中にもJAIRO Cloudへの移行をきっかけに付与を開始した例があります。  
先行機関の事例として共有してほしい情報については、実際の付与作業に関するワークフロ

ーや、紀要のタイトルごとにsuffix を指定する場合の番号体系の管理方法などが挙げられました。
また、学内向けの広報について、特に DOI についての基本的な情報や、そのメリットをデータ
で示したようなものが必要とされています。 

 ライセンスの付与に関して
リポジトリコンテンツへの CC ライセンスの付与について、一般公開している規定・方針等の

中に明示しているのは北海道大学のみでした。他の機関では、コンテンツの利用者に向けて、著
作権と再利用範囲について規定する内容が見られました。本調査ではライセンスと関わりの深い、
出版社の著作権ポリシーの確認やその権利表示についても合わせて伺いました。

DOI に比べて学内から寄せられる問い合わせの件数は少なく、研究者の間ではリポジトリコン
テンツにCCライセンスを付与するという考えが浸透していないことが分かりました。

付与に積極的な機関（先行機関）
＜CCライセンスについて＞
学術雑誌論文にCCライセンスを付与しているケースとしては、出版社の著作権ポリシーで規

定されている通りに入力しているものがほとんどでした。学位論文については、北海道大学で
は要旨と審査要旨に CC BY を、京都大学では本文に著者の希望する CC ライセンスを付与して
いるとのことです。稀有な例として、立教大学の場合は学内刊行物のほぼすべてに対して一括
で CC BY-NC-ND を付与しています。このことについて、著者に対して事前確認や説明は特に
行っていないとのことですが、CC ライセンスの中でも再利用条件が最も厳しいため、著者の権
利を侵害する可能性は低いという考えの元に付与が進められてきました。一方で、著者がより
再利用しやすいCCライセンスを希望している場合も考えられるため、いずれ運用方法の再検討
が必要だと担当者の方は考えています。
＜出版社の著作権ポリシーの確認と権利表示について＞
出版社の著作権ポリシーの確認と権利表示の入力を省力化するための工夫としては、Sherpa

RomeoやSCPJの確認が挙げられました。しかしながら、学術雑誌論文を多く登録している機関
のいずれも、情報の正確さを理由として、それらのツールを使う際にも最終的には出版社の
Web サイトを直接確認していました。また、登録依頼のある雑誌タイトルは機関ごとにある程
度決まっているため、上記のデータベースの他に、独自で著作権ポリシーのデータベースを整
備している機関もありました。
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未着手機関
調査時点で権利表示へのCCライセンス入力が行われていない機関については、そもそもリポ

ジトリに学術雑誌論文の登録依頼が少ないため、CC ライセンスの入力を求められる場面がない
という理由が挙げられました。ただし、出版社の著作権ポリシーに定められたCCライセンスを
入力する必要性については認識されています。将来的に学術雑誌論文の登録依頼を受ける可能
性もあるので、先行機関がどのように著作権とCCライセンスの調査を行っているかという情報
は共有していく必要があります。
紀要論文へのCCライセンス一括付与の可能性についても尋ねると、前述の立教大学以外で導

入事例はなく、また検討されていませんでした。その理由としては、発行元から特に要望がな
いこと、またCCライセンスは著作権者自身が付与するものであるため、図書館で一括付与は行
わないということが挙げられました。
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1-1. 共通の質問事項 

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にDOI に関する事項はありますか。 
ある。 

ある→どのような内容ですか。 
「北海道大学学術成果コレクション資料提供・公開細則」にて次のように定めている。 

現時点では、出版社においてオープンアクセスとなっている論文について、HUSCAP に本文
ファイルを収録する代わりに DOI を使ってリンクを張るという旨を記載している。なおこれ
とは別に、JaLC 参加規約の改正を受け、学内刊行物の DOI 付与にかかる同細則の改正を来年
度に予定している。内容としては、HUSCAPに登録されている論文のメタデータ、及び学内で
発行され HUSCAP で DOI を付与している紀要論文の抄録は CC0 で公開するという旨を追加
予定。 

2. 図書館組織におけるDOI に対する認知度合はどれくらいですか。 
おおよその職員が理解していると思われる。 

3. 学内で図書館以外にDOI の付与に関係する部署はありますか。 
教員や学部の事務担当等で構成される学内紀要の編集委員会があり、図書館担当者と DOI の
付与作業を分担して行っている。具体的には、紀要編集委員会が DOI の suffix の決定と紀要
への印刷を担当し、図書館担当者が DOI の登録と JaLC への報告を分担している。なお、中に
は suffix は図書館にお任せというケースもある。 

4. 学内者から DOI に関する要望や照会はありますか。 
ある。 

ある→どのような内容ですか。 
紀要に任意の DOI を付けたいという要望はそれなりにある。紀要の略語＋ページ数というよ

1. DOIの付与に関して 

 
DOI 

ライセンス 事例 1 北海道大学 ■ 積極的  □ 未着手 
■ 積極的  □ 未着手 

（本コレクション以外で公開されている資料の取扱） 
８．本コレクション以外で公開されている資料については提供を求めない。本コレクショ
ンから当該資料のデジタルオブジェクト識別子（Digital Object Identifier）等へのリンク
により対応する。 
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うなパターンで、固有の suffix を希望されるケースが多い。 

1-2. 付与に積極的な機関向け項目

1. コンテンツに DOI を付与する際の基準等はありますか。
ある。 

ある→どのような基準ですか。（資源タイプ・発行年等） 
現状では、博士論文と希望のあったコンテンツに対して付与している。インターネット公表が
義務化となった博士論文を除いては、資源タイプに従った一律の DOI 登録はしていない。こ
れは、DOI の付与は出版者（＝紀要編集委員会や文献提供者）の行為であり、図書館は技術的
なプラットフォームを提供する立場で、申し出があったら付与するという考え方をしているた
め。 

2. DOI 付与作業のマニュアルはありますか。
紀要論文については、一連の作業についてのフローチャートがある。 

（DOI の付番方法について） 
 博士論文の場合は、suffix に学位記番号を利用している。
 紀要論文で任意の suffix を希望されている場合は、紀要編集委員会にて毎号、DOI 登録連絡
票（論文と希望する DOI の最終的な対応を記載した Excel ファイル）を作成していただき、
それを基に HUSCAP 上で各アイテムに DOI を入力している。

3. 付与作業について注意するのはどのような点ですか。（なるべく早く付与する、あるいは取り
下げの可能性を加味してコンテンツ公開後しばらく経ってから付与する等）
登録された DOI は削除や修正が難しいため、任意の suffix を登録する場合、複数の担当者に
より間違いがないか確認を行っている。紀要で DOI を印刷済みのケースもあり、特に気を付
けて行っている。 

2-1. 共通の質問事項

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にライセンス等の再利用条件に関する事項はあり
ますか。
ある。 

ある→どのような内容ですか。 
「北海道大学学術成果コレクション資料提供・公開細則」にて次のように定めている。 

2. ライセンスの付与に関して
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商業出版社や学協会等が著作権を持っている場合にはそれに従うこと。また、それに該当しな
い場合には CC BY、あるいは必要に応じて CC0も選択できるとしている。 

2. 登録・公開したコンテンツについて、特定のライセンスを付与（表記）するよう、登録依頼者
より要請を受けたことはありますか。
直近で 1件、研究データを登録する際に要望があった。無断転用や剽窃、不適切な加工を避け
たいという理由で、登録依頼者が最初に希望されたのは CC BY- ND（表示-改変禁止）だった
が、改変禁止があることでそのデータを基にしたグラフの作成や分析等、実質的にほとんどの
再利用が認められなくなることから、登録依頼者に CC ライセンスの詳細を説明の上、最終的
には CC BY を付与することになった。 

3. 登録コンテンツに対して二次利用を制限する注意書き等を掲載するよう、要請を受けたことは
ありますか。
コンテンツの登録依頼者からはなし。出版社のポリシーにより、二次利用を制限する注意書き
の他、著作権の帰属や出版社版の公開ページへのリンク・DOI・所定の文言等を記載するよう
定められているケースがほとんど。

2-2. 付与に積極的な機関向け項目

1. メタデータの権利表示にクリエイティブコモンズライセンス（以下、CC ライセンス）を入力
する際のルール・マニュアル等はありますか。
メタデータのコーディングマニュアルがある。

2. コンテンツに CCライセンスを付与する際の基準等はありますか。
ある。 

ある→どのような基準ですか。（資源タイプ・発行年・収録誌等） 
 マニュアル上では、おおむね資源タイプで判断するよう記載しているが、最終的にはケース・
バイ・ケースである。出版社に著作権を譲渡した論文の場合には、出版社の定めた規定の有
無を確認し、規定がある場合にはそれに従っている。資料提供者自身が著作権を持っている

（公開時の資料の利用条件） 
７．公開することが決定した資料は、以下のいずれかの利用条件が適用され、その下で公
開されるものとする。 
（１）商業出版社・学協会等（以下「出版者」という。）の定める投稿規則ないし出版契約
等により、著作権が出版者に委譲されている資料である場合、ないし提供者による著作権
の行使が制限されている資料である場合、その規則等の定める条件。 
（２）上記（１）に該当しない資料である場合、Creative Commons Public License「表示
（BY） 」の定める条件。必要に応じ、Creative Commons Public License「権利放棄（0）」
の定める条件も選択できる。
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場合には CC BY または CC0 としている。 
 博士論文については、論文内容および審査の要旨に CC BYを付与し、全文または代替として
の要約については CCライセンスを付与していない。

3. 権利表示を入力する際に、省力化のために行っている工夫があれば教えてください。
登録作業はメインの担当者から部局図書室の担当者に依頼しており、依頼の際に入力方法に関
する申し送り（入力メモ）を付けるようにしている。その他に、内部でリポジトリ業務に関連
した出版社ポリシーのデータベースを独自に持っており、CC ライセンスの場合等、入力内容
を全体に共有している。 

著者の識別子について 

 北海道大学では科研費研究者番号（e-Rad 研究者番号）を使っている。その前身の研究者リ
ゾルバーID、ResearcherID 等も使っている。ORCID については網羅性も高く、他大学では
他 ID との連携の事例もあるようだが、入力には至っていない。
 論文の識別子は DOI を押さえておけばよいと思うが、著者の識別子は種類も多く名寄せの問
題もある。例えば、一人で何個も ID を持っている先生もいて、世界的に解決されることを期
待している。

その他 
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1-1. 共通の質問事項

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にDOI に関する事項はありますか。
ない。 
ただし、Web ページ（「同志社大学 学術リポジトリにおける DOI 付与について」）で DOI 付
与についての指針を提示している。 

ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。 
ない。 

2. 図書館組織におけるDOI に対する認知度合はどれくらいですか。
実際に確認したわけではないが、4 割程と推測する。新規に図書業務を担当する職員には新規
配属者向けの説明会を行っており、そこで DOI についての説明を行っている。 

3. 学内で図書館以外にDOI の付与に関係する部署はありますか。
ない。 

4. 学内者から DOI に関する要望や照会はありますか。
教員からの要望はほとんどない。 

ある→どのような内容ですか。 
資源タイプが「報告書」に該当するものに付与してほしいという要望が、最近あった。 

1-2. 付与に積極的な機関向け項目

1. コンテンツに DOI を付与する際の基準等はありますか。
ある。 

ある→どのような基準ですか。（資源タイプ・発行年等） 
紀要論文、報告書、研究報告書、学位論文、学内刊行物（論文のみ）で本文データがあるもの
は、すべて DOI を付与する。登録依頼者が DOI の付与を希望しない場合は、紀要論文等では
なく別のコンテンツとして登録させていただく。 

2. DOI 付与作業のマニュアルはありますか。
JAIRO Cloud「ユーザー利用手引書」 

1. DOIの付与に関して

DOI 
ライセンス事例 2 同志社大学 ■ 積極的  □ 未着手

□ 積極的  □ 未着手
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登録依頼者には「学術リポジトリ作業シート」を入力してもらうようにしており、そこに DOI
付与のチェック欄を設けている（付与対象のコンテンツにはいずれも DOI を付与している）。
登録作業者（業務委託）はそれを基に登録作業を行う。 

（DOI の付番方法について） 
現在は自動採番のみ（JAIRO Cloud移行前はコンテンツ毎に体系を作成して自動採番をしてい
たので、現在と DOI 付与体系が異なる）。 

3. 付与作業について注意するのはどのような点ですか。（なるべく早く付与する、あるいは取り
下げの可能性を加味してコンテンツ公開後しばらく経ってから付与する等）
「学術リポジトリ作業シート」をよく確認しながら、登録作業を行う。 

4. 付与作業のスケジュールについて教えてください。（メタデータ登録～DOI フラグ立て）
メタデータを登録する時点で DOI 付与のフラグを立て、そのまま公開する。

5. 付与を始めたのはいつからですか。（試行、本格運用）
全学の学術資料に関する政策会議にて了承を得て、2017 年 8 月から HP への掲載、ポスター
掲示、学内会議での周知、部局図書館・室へのメール周知を行った。その後、10月 2日から本
格運用を開始した。 

6. 付与を開始した経緯について教えてください。
学術情報流通の動向を鑑みて図書館側で開始したと聞いている。紀要の発行元などから希望が
あったわけではない。 

7. 付与作業が日常業務として定着するまでに生じた課題・問題点等があれば、その解決方法を含
めて教えてください。
DOI を付与したコンテンツの取り下げ依頼について、その都度、説明を行っている。 

8. DOI に関する学内向けの広報・啓蒙活動として取り組んでいることがあれば教えてください。
（web ページ、チラシ、FD）また、学内での認知度を知るきっかけとなったできごとがあれば
教えてください。
 登録依頼者への個別の説明（取り下げ不可なども含めて）
 「学術リポジトリ作業シート」への記載
 （部局）図書館・室の新規配属者への説明
 Webページ（「同志社大学 学術リポジトリにおける DOI 付与について」）への掲載

2-1. 共通の質問事項

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にライセンス等の再利用条件に関する事項はあり

2. ライセンスの付与に関して
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ますか。 
ない。 

ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。 
ない。ただし、二次利用の方針について学内調整が完了し、二次利用についてのページを作成、
公開している。 
https://library.doshisha.ac.jp/guide/guide/reuse.html 
貴重資料の画像について、現在は許可制だがライセンスを明示して自由に利用いただけるよう
にしたい。紀要等も「学術リポジトリ作業シート」「学術リポジトリ内容記述シート」で CC ラ
イセンスの付与を（メタデータ単位で）選択できるようにした新書式を公開している。
https://doshisha.repo.nii.ac.jp/?page_id=27

5．各種申請書・マニュアル 
・内容記述シート

6．学位論文の登録について
・内容記述シート（学位論文）【書式】.xlsx

2. 登録・公開したコンテンツについて、特定のライセンスを付与（表記）するよう、登録依頼者
より要請を受けたことはありますか。
特にない。（貴重資料の画像については）発端としてはジャパンサーチとの連携を検討するなか
で出てきた。 

3. 登録コンテンツに対して二次利用を制限する注意書き等を掲載するよう、要請を受けたことは
ありますか。
ない。 

人物の識別子について 

 CiNii ID・NRID・AID・ORCID を登録している。
 コンテンツの登録の都度、人物の識別子を確認している。
 WEKO の著者名典拠も利用しているが、それもメンテナンスしながら登録作業を進める。
 AIDは著者名典拠を整理するために利用している。
 著者情報の発信を主目的として、JAIRO Cloud への移行を機にこれら識別子の付与を始めた。 
 研究者への広報は、webサイトにて著者識別子の付与について行っている。

https://doshisha.repo.nii.ac.jp/?page_id=26#creator_id

その他 
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1-1. 共通の質問事項

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にDOI に関する事項はありますか。
ない。 

ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。 
機関リポジトリの運用指針はあるが、今後検討していく必要があると考えている。 

2. 図書館組織におけるDOI に対する認知度合はどれくらいですか。
 図書館の機関リポジトリ担当や研究支援職以外における認知度は低いと思われる。
 本学の場合、図書館の職員は司書職（図書館専属）での採用ではない。広報課や人事課、法
人部門から異動してくる職員もいるため、職員全員が図書館に関する専門知識を持ち合わせ
てはいない状況。もちろん自己研さんに努めている職員もいるが、残念ながら知識の偏りは
ある。

3. 学内で図書館以外にDOI の付与に関係する部署はありますか。
図書館の外に研究支援に関する部署があり、そちらが関係する部署と言えるかと思う。 

4. 学内者から DOI に関する要望や照会はありますか。
残念ながら、教職員等から積極的な要望はない状況。 

1-3. 付与に未着手の機関向け項目

1. DOI 付与に関する現在の状況について教えてください。（運用検討中、ワークフローの準備中、
まったく検討していない等）
2009 年に JAIRO Cloud にシステム移行したタイミングで JaLC 準会員になったが、現在はま
ったく検討してない状況。 

3. 付与作業が進められない原因や課題、また検討中の解決策等があれば教えてください。
 CNRI ハンドルを利用しており、現在はそれで事足りている。また、学内から DOI 付与の要
望がないこと。一言で言うと、DOI がなくても困っていないから、ということになる。付与
を後押しする強い動機になるようなものが明確にあり、必要性が共有されれば、動かない話
ではないと考えている。
 図書館から研究者や研究支援部に対して機関リポジトリへのコンテンツの登録やオープンア

1. DOIの付与に関して

DOI 
ライセンス事例 3 神奈川大学 □ 積極的  ■ 未着手

□ 積極的  ■ 未着手
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クセスへの協力をお願いしても、なかなか理解を得ることが難しい状況がある。図書館から
他部署に対して説明する際に利用できる素材があるとありがたい。 

4. 今後、DOI を積極的に付与している機関の事例（グッドプラクティス）を共有していこうと考
えています。特にどのような情報があればよいでしょうか。 
学内広報の仕方や研究者への働き掛けの具体例があるとよい。本学は CNRI ハンドルを利用し
ているため、CNRI ハンドルとの共存や CNRI ハンドルからの乗換についての事例や運用例も
あると大変ありがたい。また、具体的な付与手順や付与後に非公開にする場合の対応等を示し
たワークフローが共有されていると、取り組みやすくなるのではと思う。 

 

2-1. 共通の質問事項 

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にライセンス等の再利用条件に関する事項はあり
ますか。 
ない。 

ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。 
今のところ、追加の予定はない。検討もしていない。 

2. 登録・公開したコンテンツについて、特定のライセンスを付与（表記）するよう、登録依頼者
より要請を受けたことはありますか。 
 特にない。 
 紀要の投稿規定に機関リポジトリでの公開の許可に関する内容を盛り込むにはどうしたらよ
いか、というご相談は受けたことがある。 

3. 登録コンテンツに対して二次利用を制限する注意書き等を掲載するよう、要請を受けたことは
ありますか。 
特にない。 

2-3. 付与に未着手の機関向け項目 

1. 現状でメタデータにライセンスを積極的に入力していない理由があれば教えてください。 
そういった要望がない、ということが一番の理由。ライセンスの入力について図書館ではまだ
全く検討ができていない状況だが、要望があれば検討のステップになるのではと思っている。
ニーズがない中ではなかなか動きにくい。 

2. ライセンス付与の障害になっている要因・課題があれば教えてください。 
学内で図書館や機関リポジトリに対する要望やご意見を伺う場として、図書館運営委員会や研
究支援部が主体の会議があるが、ライセンスについて話題に上がったことはなかったと思う。

2. ライセンスの付与に関して 
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機関リポジトリに登録しているコンテンツ（の資料種別）の問題もあるかもしれない。 

3. 今後登録コンテンツにライセンス表示を整備していく予定はありますか。
学術雑誌論文を多く登録していた頃は、SCPJ で出版社の許諾状況を調査して登録していた。
最近はあまり依頼がない状況だが、学術雑誌論文の登録依頼が増えてくれば著作権処理につい
ても検討しなければならないと思っている。まずは、機関リポジトリに学術雑誌論文を登録し
ていただけるような広報ができればと考えている。 

4. 今後ライセンスの付与に積極的な機関の事例（グッドプラクティス）を共有していこうと考え
ています。特にどのような情報があればよいでしょうか。
著作権調査の具体的な事例（ツールやワークフロー）を共有いただけるとよいと思う。 

識別子についての補足 

DOI を付与しない理由として CNRI ハンドルの利用を挙げていますが、学内から引用等の際に用
いるコンテンツの識別子について問い合わせはありますか。 
 教員から機関リポジトリに登録したコンテンツの URL はどれを使えばよいか、という質問
はあった。CNRI ハンドルの URL をご案内したが、その際に URL が変わると困るというこ
とは伺った。
 他大学では、論文を外部と共有する際には DOI を使ってください、といった働きかけをして
いるケースもあるようだが、今後図書館側からもDOI に関する認知度を上げるような活動を
していきたいと考えている。

デジタルアーカイブについて 

機関リポジトリとは別にデジタルアーカイブを運用しているとのことですが、デジタルアーカイ
ブのコンテンツにライセンスや再利用に関する条件は付与されていますか。 

Dspace 時代に貴重書も公開していたが、JAIRO Cloud 移行の際にコンテンツの見直しを行っ
た。その際に貴重書については将来的にデジタルアーカイブに搭載したほうが良いのではない
かという意見がありリポジトリでの公開を見送っている。なおデジタルアーカイブは Dsapce
と並行して既に稼働していた。 
デジタルアーカイブは、予算は図書館だが、運用主体は日本常民文化研究所という研究所で、
最近またシステムを乗り換えたばかりということもあり、ライセンスや利用条件の付与までは
できていない。学内調整やオーソライズの段取りといった、本当に基礎的なところの事例の共
有があると嬉しい。 

その他 
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オープンアクセス方針について 

オープンアクセス方針の中で学術雑誌論文も含めたオープン化に触れられていますが、これにつ
いて図書館から教員等に働きかけは行っていますか。
 残念ながらそこまではできていないのが現状。できればそういった働きかけもしていければ
と考えている。
 オープンアクセス方針自体は図書館から研究支援側に持ちかけたもの。当初図書館側が作成
した案は今よりも積極的な内容だったが、オープンアクセスの意義が研究支援側に伝わらず、
また、総合大学ということで文系と理系の温度差も激しく、最終的にだいぶん内容が削られ
たものになってしまった。
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1-1. 共通の質問事項 

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・⽅針等に DOI に関する事項はありますか。 
ある。 

ある→どのような内容ですか。 
「東京⼤学学術機関リポジトリへの提供論⽂利⽤許諾要件」*注 にて次のように定めている。 

＊注) 2022 年 3 ⽉ 31 ⽇をもって廃⽌となり、代わって「東京⼤学学術機関リポジトリ登録要件」が制定された。 

2. 図書館組織における DOI に対する認知度合はどれくらいですか。 
⼤学全体で 30 いくつの図書館・図書室があるので、認知度を判断することは難しい。 

3. 学内で図書館以外に DOI の付与に関係する部署はありますか。 
リポジトリ業務に関連した DOI の付与については、リポジトリ担当窓⼝に⼀本化されている。
学内で他に DOI を付与している部署としては、社会科学研究所（SSJ データアーカイブを運
⽤）がある。 

4. 学内者から DOI に関する要望や照会はありますか。 
多種多様なケースがある。 

ある→どのような内容ですか。 
 DOI を付けるにはどうしたら良いか。  
 論⽂付随の研究データに DOI を付けてほしい。  
 学会の予稿集に DOI を付けてほしい。 
 リポジトリ以外の web サイトで公開している DB に DOI を付けて欲しい。 等 

1-2. 付与に積極的な機関向け項⽬ 

1. DOI の付与に関して 

 
DOI 

ライセンス 事例 4 東京⼤学 ■ 積極的  □ 未着⼿ 
□ 積極的  ■ 未着⼿ 

（電⼦的公開） 
6．東京⼤学学術機関リポジトリを主たる公開元としている電⼦データ（学内刊⾏物、博⼠
論⽂等）について、Digital Object Identifier(DOI)を付与する。ただし、学内刊⾏物に関し
てはその刊⾏元より許諾書にて「やむを得ない理由」（主な刊⾏元が東京⼤学学術機関リポ
ジトリ以外等）が事前に⽰された場合は、対象外とする。 
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1. コンテンツに DOI を付与する際の基準等はありますか。 
ある。 

ある→どのような基準ですか。（資源タイプ・発⾏年等） 
 紀要・学内刊⾏物の論⽂については、全てに付与する。（紀要・学内刊⾏物側でメインの公開

web サイトがなければ、断りなく付与） 
 博⼠論⽂については、全⽂または要約の PDF があるものに付与する。 
 上述の 2 つ以外でも、登録依頼者からの希望がありガイドラインの認める範囲であれば DOI

を付与している。 

2. DOI 付与作業のマニュアルはありますか。ある場合、参考のために共有していただけますか。 
ない。（東京⼤学では、リポジトリシステムとして WEKO3 を利⽤している。この WEKO3 の
公式マニュアルで⼗分という認識）。 

（DOI の付番⽅法について） 
⼀律、⾃動採番。 

5. 付与を始めたのはいつからですか。（試⾏、本格運⽤） 
リポジトリシステムを JAIRO Cloud に移⾏してから（博⼠論⽂の国会図書館付与分は 2017 年
度から、その他の博⼠論⽂は 2018 年 7 ⽉から。紀要・学内刊⾏物は 2019 年 7 ⽉から）。 

6. 付与を開始した経緯について教えてください。 
学内からそうした要望はなかったと記憶している。リポジトリ担当が主導して進めていった。 

7. 付与作業が⽇常業務として定着するまでに⽣じた課題・問題点等があれば、その解決⽅法を含
めて教えてください。 
 DOI を有効化する時期（紀要の発⾏前に URI を確定したい、DOI を早く登録したいといっ

た要望に対応するもの。WEKO2→WEKO3 に移⾏する際に、事前に確保していた DOI を正
式に付与しようとしたらうまくできなかったケースがあった。その他に、リポジトリ
→IRDB→JaLC の連携のタイミングによっては、DOI の有効化に時間を要してしまうことも
ある）  
 DOI を付与することの適切さ（遡及分を含めて DOI を付与する際に、他で既に付与されて

いないか、⼀括で付与する機能が本当に漏れなく付与できているかといった⼼配があった） 
 メタデータのスキーマを変えるタイミング（Junii2→JPCOAR スキーマ）で、DOI の付与に

必要なメタデータ項⽬を改めて確認し直したほうが良い。 

8. DOI に関する学内向けの広報・啓蒙活動として取り組んでいることがあれば教えてください。
（web ページ、チラシ、FD）また、学内での認知度を知るきっかけとなったできごとがあれば
教えてください。 
リポジトリのサイト上で DOI について簡単に触れているくらいとなっている。 
https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/registration 
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2-1. 共通の質問事項 

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・⽅針等にライセンス等の再利⽤条件に関する事項はあり
ますか。 
ない。 

ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。 
規定等に追加する予定はない。 

2. 登録・公開したコンテンツについて、特定のライセンスを付与（表記）するよう、登録依頼者
より要請を受けたことはありますか。 
まれに希望を受けることがあるので、そうした場合に対応する（登録依頼者の研究分野に特徴
は⾒られず、研究者独⾃の観点からライセンスの付与に関⼼があるのではないか）。 

3. 登録コンテンツに対して⼆次利⽤を制限する注意書き等を掲載するよう、要請を受けたことは
ありますか。 
ない。 

2-3. 付与に未着⼿の機関向け項⽬ 

1. 現状でメタデータにライセンスを積極的に⼊⼒していない理由があれば教えてください。 
ライセンスは著作権者が著作物に対して与えるものなので、著作権者が何も⾔わなければリポ
ジトリ担当者で⼊⼒することはできない。著作権者に対してリポジトリ担当者から積極的に必
要性や重要性をアピールしていたら今の状況が変わるのかもしれないが、現状そういうことは
していない。 

4. 今後ライセンスの付与に積極的な機関の事例（グッドプラクティス）を共有していこうと考え
ています。特にどのような情報があればよいでしょうか。 
 学内刊⾏物に付与するライセンスをどのように決めているのか。発⾏元にどのような働きか

けを⾏ったのか。 
 博⼠論⽂にライセンスの付与を⾏っている事例があれば、お聞きしたい（他の⼤学でも関⼼

が⾼いのではないか）。 
 デジタルアーカイブの⽅では、画像・メタデータの両⽅のライセンス付与に注意を払ってい

るが、リポジトリで公開するコンテンツについては、（著作権者である個々の研究者次第であ
るため）そういった問題意識を持ったことがほとんどなかったというのが現状である。 

 

2. ライセンスの付与に関して 
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1-1. 共通の質問事項 

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にDOI に関する事項はありますか。 
公表している規定等にはないが、業務用の基準はある。 

ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。 
ない。 

1-2. 付与に積極的な機関向け項目 

1. コンテンツに DOI を付与する際の基準等はありますか。 
ある。 

ある→どのような基準ですか。（資源タイプ・発行年等） 
 付与対象は、博士論文、紀要・学会誌、モノグラフ、科研費報告書（学術性の度合いが低い
ものには付与していない）。 
 2017年以降に登録したコンテンツに対して付与している。博士論文や紀要については遡及登
録もしたいが、現状できていない。 
 一括付与の対象を他の資源タイプに広げるためには、規定等の裏付けが必要。 

2. DOI 付与作業のマニュアルはありますか。 
ある。 

（DOI の付番方法について） 
suffixの付与には以下の二つのパターンがある。手動での採番が可能（①のメタデータ ID自体
はシステムにより自動採番されるが、それを suffix として入力する作業は手動で行っている）。 
① メタデータ ID＝suffix。 
② 紀要タイトルごと（ISSN、巻号、ページの組合せ）。 

3. 付与作業について注意するのはどのような点ですか。（なるべく早く付与する、あるいは取り
下げの可能性を加味してコンテンツ公開後しばらく経ってから付与する等） 
学内刊行物の 6-7 割程度については、印刷業者と連携して誌面への DOI の印刷とともに、リ
ポジトリ登録用メタデータも作成してもらっている。 

1. DOIの付与に関して 

 
DOI 

ライセンス 事例 5 千葉大学 ■ 積極的  □ 未着手 
□ 積極的  ■ 未着手 
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4. 付与作業のスケジュールについて教えてください。（メタデータ登録～DOI フラグ立て） 
紀要：発行元が論文をとりまとめ→図書館が印刷業者へメタデータ作成仕様書を送付（前回仕
様から変更がない場合はこのステップを省略）→印刷業者が PDFのゲラ作成（DOI を印字）・
Excel でメタデータを作成→図書館が納品前のチェック→印刷業者が修正・最終チェック→印
刷業者から発行元へ納品→発行元から図書館へデータ提出→図書館がリポジトリに登録・公開 

5. 付与を始めたのはいつからですか。（試行、本格運用） 
2017年に JaLC に加入して以降。 

6. 付与を開始した経緯について教えてください。 
 図書館上層部、館長の意向があったのではないか。また、2016 年のシステムリプレイスを機
に、独自システムから E-CatsLibrary に移行して、色々な機能を利用しやすくなったといっ
たこともあったのではないか。 
 2017 年 8 月の学内会議（学術資料専門部会）において、DOI の付与について周知を行って
いる。 

7. 付与作業が日常業務として定着するまでに生じた課題・問題点等があれば、その解決方法を含
めて教えてください。 
 萩庭植物標本画像データベースを登録した際に DOI を一括付与したが、非公開にするはずだ
ったものが混じっており、取り下げとなった。 
 同じく萩庭植物標本画像データベースの公開に関連して、コンテンツ公開・DOI 付与後に画
像の差し替えが発生した。（画像の差し替え自体は問題ないと判断し、メタデータに注記を入
れた。） 

8. DOI に関する学内向けの広報・啓蒙活動として取り組んでいることがあれば教えてください。
（web ページ、チラシ、FD）また、学内での認知度を知るきっかけとなったできごとがあれば
教えてください。 
 2017年の付与開始時に広報を行った。現在は継続的な広報を行っていない。 
 科研費報告書やモノグラフの登録依頼があった際に、DOI が付与できることを個別に案内し
ている。 

 

2-1. 共通の質問事項 

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にライセンス等の再利用条件に関する事項はあり
ますか。 
ある。 

ある→どのような内容ですか。 

2. ライセンスの付与に関して 
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「千葉大学学術成果リポジトリ運用指針」にて次のように定めている。  

 

2. 登録・公開したコンテンツについて、特定のライセンスを付与（表記）するよう、登録依頼者
より要請を受けたことはありますか。 
データセットやコレクション単位では、登録依頼者と相談しながら二次利用に関する注意書き
を掲載している。（例：博物画像データセット中の千葉大学工学部工業意匠学会・デザイン工学
科卒業生デザイン集、真菌・放線菌ギャラリー等） 

3. 登録コンテンツに対して二次利用を制限する注意書き等を掲載するよう、要請を受けたことは
ありますか。 
ない。 

2-3. 付与に未着手の機関向け項目 

1. 現状でメタデータにライセンスを積極的に入力していない理由があれば教えてください。 
前例の蓄積不足、準備ができていない等。 

2. ライセンス付与の障害になっている要因・課題があれば教えてください。 
 リポジトリ運用指針にライセンスに関する記述がなく、付与を進める裏付けがないため、現
在は個別の相談案件に対応している。 
 新規コンテンツに付与していくのであれば運用指針への記載と、紀要発行元の教員への事前
説明が必要となる。 
 必ずしも CC ライセンスの示す内容がコンテンツの二次利用にふさわしい条件とは限らない
（文字情報で二次利用の条件を詳細に記述することが必要なケースもある）。 

3. 今後登録コンテンツにライセンス表示を整備していく予定はありますか。 
予定はない。個別の事例で CC ライセンスの付与が必要であれば対応する。また、国内外の動
向を見ながらとなる。 

4. 今後ライセンスの付与に積極的な機関の事例（グッドプラクティス）を共有していこうと考え
ています。特にどのような情報があればよいでしょうか。 

（登録された学術研究成果の利用） 
８．附属図書館は，リポジトリに登録された学術研究成果の利用については，以下のことを
遵守する。 

(1) （略） 
(2) ネットワークを通じて学術研究成果を利用する者に対し，著作権法を遵守するよう
次の内容を周知する。 

・学術研究成果の利用にあたっては，原則として著作権者に許諾を得なければならない
が，私的使用目的での複製や引用等，著作権法で定める権利制限規定の範囲内の利用
については，著作権者に許諾を得る必要はない。 
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 どのようなコンテンツに付与しているのか（指針・方針）。 
 過去のコンテンツにも遡及してライセンスを振っているのか。 
 登録依頼者に対してライセンスについてどのように説明しているか。 
 GreenOA 論文の場合、Sherpa Romeo と出版社のポリシーを確認することになると思うが、
出版社ごとに必要な情報が書いてあるページがバラバラなので、まとめられたページがある
と良い。 

 

参考情報 

CHORUS オープンアクセスという仕組みを通して OA 論文のメタデータをリポジトリに取り
込み、出版社等が公開している本文ファイルへのリンク表示を行っている。このメタデータに
は出版社が付与した CCライセンスが入力されており、リポジトリに CCライセンス情報を取
り込むことも可能だが、本文ファイルがリポジトリ上にないメタデータに CC ライセンスを付
与してよいかなどを検討する必要がある（千葉大補足：ヒアリング時は「CHORUS データは
CC ライセンス情報を含まない」と回答したのですが、改めて確認したところ CC ライセンス
が含まれていることが分かりました。発言を訂正します）。また、この仕組みとは別に学術雑誌
掲載論文をリポジトリに登録するケースもあるが、CC ライセンスの入力に対応できていない
ものもある。 

その他 
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1-1. 共通の質問事項 

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にDOI に関する事項はありますか。 
ある。→「京都大学学術情報リポジトリ DOI 付与ポリシー」 

ある→どのような内容ですか。 
 図書館事務サイドが案を作成し、教員から成る委員会で承認されたもの。 
 学内から問い合わせがあった際に参照するもので、公開はしていない。 
 付与対象となるコンテンツ、付与する DOI の種類（JaLC、Crossref）、付与後の DOI の扱い
（原則として削除不可）等について言及している。 

3. 学内で図書館以外にDOI の付与に関係する部署はありますか。 
ある。図書館との関わりはないが、学内の部局・研究会等が JaLC準会員として加盟している。 

4. 学内者から DOI に関する要望や照会はありますか。 
ある。 

ある→どのような内容ですか。 
 学内刊行物の新規登録依頼の際に、手続きの一つとして DOI の付与について対応。 
 科研費によって作成した報告書に DOI を付与できるかといった問合せ。 

1-2. 付与に積極的な機関向け項目 

1. コンテンツに DOI を付与する際の基準等はありますか。 
ある（前述の「京都大学学術情報リポジトリ DOI 付与ポリシー」）。 

ある→どのような基準ですか。（資源タイプ・発行年等） 
 博士学位論文、学内発行紀要等掲載論文で発行元から希望があったもの、その他登録申請者
から DOI の登録希望のあったもの。 
 基準として直接言及していないが、研究データにも DOI を付与している。 

2. DOI 付与作業のマニュアルはありますか。ある場合、参考のために共有していただけますか。 
一応あると言えるが、DOI の付与に特化したものではなく、メタデータの登録マニュアルの一
部として DOI の付与について記載したものとなる。あまり整理されたものとは言えない。 

1. DOIの付与に関して 

 
DOI 

ライセンス 事例 6 京都大学 ■ 積極的  □ 未着手 
■ 積極的  □ 未着手 
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（DOI の付番方法について） 
自動採番と独自の文字列による付与のどちらにも対応しており、発行元に選択いただく。 

3. 付与作業について注意するのはどのような点ですか。（なるべく早く付与する、あるいは取り
下げの可能性を加味してコンテンツ公開後しばらく経ってから付与する等） 
 suffix に紀要独自の文字列を採用している場合、誤った内容で流通してしまうと事実上修正
が困難になるので、そのルールに沿って特に間違えないように注意して付与する。 
 IRDB へのハーベスト方式を切り替える際に（Junii2→JPCOAR スキーマ）、切り替えが完了
するまでに時間がかかってしまい、DOI の有効化が遅れてしまった。→IRDB のハーベスト
を起点として、スケジュールをきちんと把握しておく必要がある。 

4. 付与作業のスケジュールについて教えてください。（メタデータ登録～DOI フラグ立て） 
他のメタデータ項目と同様に DOI も入力している。 

5. 付与を始めたのはいつからですか。（試行、本格運用） 
2015年に開始した。 

6. 付与を開始した経緯について教えてください。 
JaLC による DOI の付与開始時に、京都大学も参画することを学内の委員会で報告している。
和文の論文の検索精度が高まることや、（リポジトリに未登録の紀要）発行元に対する登録拡大
効果を期待して着手した。 

7. 付与作業が日常業務として定着するまでに生じた課題・問題点等があれば、その解決方法を含
めて教えてください。 
 博士学位論文の場合は、少数ではあるが取り下げの可能性がある。 
 紀要論文の場合は、発行元のワークフローとの連携が課題となる。 

8. DOI に関する学内向けの広報・啓蒙活動として取り組んでいることがあれば教えてください。
（web ページ、チラシ、FD）また、学内での認知度を知るきっかけとなったできごとがあれば
教えてください。 
 DOI 登録開始時にはチラシを作成したが、その後は十分な広報活動を行えていない 
 新規発行の紀要を登録する際には発行元にメールで案内している。 

※Crossref DOIの登録についてお尋ねします。 

1. Crossref DOI を導入した理由や経緯（特に JaLC DOI と比較した点等について）を教えてくだ
さい。 
発行元の意向で Crossref DOI を付与することとなった。 

2. 登録に掛かる費用はどこが負担していますか。（図書館、全学経費、登録を希望する部局） 
登録依頼者（部局）で負担している。 

26



 

※研究データに対するDOIの付与についてお尋ねします。 

1. 研究データに DOI を付与する際の基準等はありますか。 
研究データに特化した基準はまだない。問い合わせがあれば、都度内容を確認して付与してい
る。 

2. 研究データに DOI を付与するようになった経緯について教えてください。（図書館から研究者
へのアプローチ、研究者から図書館への問い合わせ等） 
 登録依頼者にメタデータを提出してもらう際に、DOI 付与の希望についても伺う。 
 登録依頼者としては、論文の投稿と関連して研究データの公開を求められたためにリポジト
リに登録するのであり、DOI の付与ありきの登録依頼であることがかなり多い。 

3. リポジトリ上で、論文の DOI と研究データの DOI は連携していますか。 
 研究データのメタデータに、関連する論文の DOI を記述している。 
 関連する論文がリポジトリ内で公開している紀要論文である場合は、相互に DOI を記述する
ようにしている。 

4. 研究データに DOI を付与することについて、広報・普及活動はどのように取り組んでいます
か？DOI を付与した研究データが広報等に活用された事例があれば教えてください。 
 研究データをリポジトリに登録できることを案内しているが、詳細についてはお問い合わせ
いただく形となっており、広報の仕方は今後の課題である。 
 これまでもリポジトリを活用してきた教員は、研究データにも当然 DOI を付与できると思っ
ているのかもしれない。 

5. 後続機関が取組むためのアドバイスや、機関横断的に取り組むべき課題があれば教えてくださ
い。 
 リポジトリ外で公開している研究データに対してDOI を付与するために、メタデータのみ登
録してほしいというケースがあった。 
 非公開としておきたい研究データや、デジタル化されていない研究データに対して、メタデ
ータのみをリポジトリに登録して DOI を振る場合などが出てくる可能性がある。 

 

2-1. 共通の質問事項 

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にライセンス等の再利用条件に関する事項はあり
ますか。 
ある。 

ある→どのような内容ですか。 
「京都大学学術情報リポジトリ運用指針」にて、コンテンツの利用条件としては原則として私

2. ライセンスの付与に関して 
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的利用等の範囲内とする、日本国内の著作権法に準拠する内容が定められている。 

2. 登録・公開したコンテンツについて、特定のライセンスを付与（表記）するよう、登録依頼者
より要請を受けたことはありますか。 
ある。紀要論文について、発行元とのメールのやり取りの中でライセンスについて確認してい
る。 

2-2. 付与に積極的な機関向け項目 

1. メタデータの権利表示にクリエイティブコモンズライセンス（以下、CC ライセンス）を入力
する際のルール・マニュアル等はありますか。ある場合、参考のために共有していただけます
か。 
ない。 
 基本的に、著作権者や出版社のポリシー・希望に沿って入力していく。 
 2021 年 1 月以降は JPCOAR スキーマに対応した形式で CC ライセンスの情報を入力してい
る。 
 博士学位論文については、学位申請者が申請書類の中で著作権に関する事項を記入する箇所
がある。自然科学系の論文と考えられるが、CC ライセンスに関する記入がある場合は、その
記載とおりに入力している。 

3. 権利表示を入力する際に、省力化のために行っている工夫があれば教えてください。 
Sherpa Romeoや SCPJを起点に調査するが、調査が必要な出版社のポリシーは限られており、
よく登録する出版社については Excel 等で管理している。 
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1-1. 共通の質問事項

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にDOI に関する事項はありますか。
ある。 

ある→どのような内容ですか。 
JaLC DOI の登録についての仕様と、抄録データの取り扱いについてまとめた内部資料。この
資料に基づいて説明をし、申請書を提出してもらうようになっている。 

2. 図書館組織におけるDOI に対する認知度合はどれくらいですか。
リポジトリ担当以外が DOI を業務で利用する機会はあまりない。

3. 学内で図書館以外にDOI の付与に関係する部署はありますか。
慶應義塾大学出版会（大学とは別組織）が学内刊行物（学内学会の紀要等）の冊子体を発行し
ている場合は、そうした学内刊行物とリポジトリ担当者の間に入って、DOI の付与に関する調
整をすることがある。 

4. 学内者から DOI に関する要望や照会はありますか。
ある。 

ある→どのような内容ですか。 
刊行物に DOI を付与したい、といった相談が届いたことがある。日常的には、リポジトリ担当
から学内に向けて積極的な案内等はしていない。 

1-2. 付与に積極的な機関向け項目

1. コンテンツに DOI を付与する際の基準等はありますか。
学会誌側から DOI の付与について照会があり、JaLC DOI の登録に関する仕様を双方で確認の
上、付与を開始した。今現在は、学内学会誌 2 誌の掲載論文に対して DOI を付与している。
リポジトリ担当から学内向けに広報等は特にしていない。

2. DOI 付与作業のマニュアルはありますか。ある場合、参考のために共有していただけますか。 
DOI の付与に特化したものではなく、メタデータの付与に関するマニュアルに含まれている。 

（DOI の付番方法について） 

1. DOIの付与に関して

DOI 
ライセンス事例 7 慶應義塾大学 □ 積極的  □ 未着手

□ 積極的  ■ 未着手
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リポジトリシステムに自動採番の機能はなく、担当者が都度振っている。付与の仕方としては、
リポジトリ担当者が任意に付与する方法、学内刊行物担当者から指定されて付与する方法の２
つを用意しているが、現在は前者の方法のみを採用している。 

4. 付与作業のスケジュールについて教えてください。（メタデータ登録～DOI フラグ立て） 
メタデータ登録の際に合わせて付与している。 

7. 付与作業が日常業務として定着するまでに生じた課題・問題点等があれば、その解決方法を含
めて教えてください。 
 suffixを自動生成する仕組みになっておらず、リポジトリ担当者の手作業になっている。現在
は 2 誌のみ DOI を付与しているが、他の学内刊行物や遡及入力も加わるとなるとマンパワ
ーが足りなくなる恐れがある。 
 博士論文に DOI を付与することに関心がある。紙媒体の博士論文を図書館システムに登録し
ており、リポジトリの電子データと連携させるキーとして考えている。 

8. DOI に関する学内向けの広報・啓蒙活動として取り組んでいることがあれば教えてください。
（web ページ、チラシ、FD）また、学内での認知度を知るきっかけとなったできごとがあれば
教えてください。 
学内に学術研究支援部という研究支援担当の部署があり、両者の連絡会で DOI の付与に関す
る情報共有をしている。 

 

2-1. 共通の質問事項 

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にライセンス等の再利用条件に関する事項はあり
ますか。 
ある。 

ある→どのような内容ですか。 
 規定の中に、リポジトリに登録したコンテンツについては複製物およびメタデータを不特定
多数に無償で公開することを明記している。 
 学内刊行物の登録申請書に「備考欄」を設けて、注意が必要なことがあれば記載してもらう
ようにしている。 

2. 登録・公開したコンテンツについて、特定のライセンスを付与（表記）するよう、登録依頼者
より要請を受けたことはありますか。 
本学では学術雑誌掲載論文のリポジトリ登録をそれ程行っておらず、出版社のライセンス情報
を明記する機会はこれまでほとんどなかった。 

3. 登録コンテンツに対して二次利用を制限する注意書き等を掲載するよう、要請を受けたことは

2. ライセンスの付与に関して 
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ありますか。 
ある学内刊行物で、著作権の所在や引用の際の注意事項について、コンテンツのカバーページ
に注意書きを記載して欲しいといった要望があった。 

2-3. 付与に未着手の機関向け項目 

1. 現状でメタデータにライセンスを積極的に入力していない理由があれば教えてください。 
 今現在は、グリーン OA の登録を積極的に行っていないため（要望があれば登録している状
況）。 
 学内刊行物についてはそうした要望がなく、どういった状況でどのようなライセンス情報を
入力すべきか、具体化できていないため。 

4. 今後ライセンスの付与に積極的な機関の事例（グッドプラクティス）を共有していこうと考え
ています。特にどのような情報があればよいでしょうか。 
学術雑誌掲載論文をリポジトリに登録する際の、出版社ポリシーを効率的に確認する方法につ
いてお伺いしたい（教員から著者最終原稿をいただいても、それにはライセンス情報の記載が
なく、調査をする必要があるため）。 

 

人物の識別子について 

今現在は、学内の研究者番号を持っている方の情報をリポジトリに入力しているが、ORCID等
の識別子の付与までは着手できていない。 

 
 

その他 
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1-1. 共通の質問事項 

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にDOI に関する事項はありますか。 
ない。 

ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。 
研究データポリシーの策定と一緒にリポジトリの運用方針の改定を今後考えていく予定。 

2. 図書館組織におけるDOI に対する認知度合はどれくらいですか。 
正規職員は全員認知しているはず。 

3. 学内で図書館以外にDOI の付与に関係する部署はありますか。 
ない。 

4. 学内者から DOI に関する要望や照会はありますか。 
ある。 

ある→どのような内容ですか。 
紀要論文の登録に際して、DOI を付与できるかという問い合わせ。 

1-3. 付与に未着手の機関向け項目 

1. DOI 付与に関する現在の状況について教えてください。（運用検討中、ワークフローの準備中、
まったく検討していない等） 
次期 JAIRO Cloud への移行が決まったため、DOI の付与を検討し始めた。具体的な準備は進
んでいない。担当者個人の考えでは、次期 JAIRO Cloudへの移行完了時から新規登録コンテン
ツに DOI を付与し、その後遡及的に過去のコンテンツへ一括付与を行う予定。 

2. 今後DOIを付与していくとしたら、付与対象となるコンテンツはどのようなものでしょうか。
（資源タイプ・発行年等） 
紀要論文、学位論文、会議発表資料、研究報告書類（登録希望があったものから順に） 

3. 付与作業が進められない原因や課題、また検討中の解決策等があれば教えてください。 
人手不足（と JAIRO Cloud の移行スケジュール延期） 

1. DOIの付与に関して 

 
DOI 

ライセンス 事例 8 長崎大学 □ 積極的  ■ 未着手 
□ 積極的  ■ 未着手 
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4. 今後、DOI を積極的に付与している機関の事例（グッドプラクティス）を共有していこうと考
えています。特にどのような情報があればよいでしょうか。 
 登録ワークフロー。 
 運用指針や規定等に DOI がどのように記載されているか。 
 紀要ごとに独自の suffix を振る場合、どのように番号体系をデザインしているか。 

 

2-1. 共通の質問事項 

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にライセンス等の再利用条件に関する事項はあり
ますか。 
ない。 

ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。 
ない。デジタルアーカイブに関しても検討段階にはない。 
ライセンスを付与して自由利用を促すためには、現在の提供方法などを抜本的に変える必要が
あるたため。ただ全国的な流れとしては認識しており、変えていかなければならないことと考
えている。 

2. 登録・公開したコンテンツについて、特定のライセンスを付与（表記）するよう、登録依頼者
より要請を受けたことはありますか。 
ない。 

3. 登録コンテンツに対して二次利用を制限する注意書き等を掲載するよう、要請を受けたことは
ありますか。 
ない。 

2-2. 付与に積極的な機関向け項目 

1. メタデータの権利表示にクリエイティブコモンズライセンス（以下、CC ライセンス）を入力
する際のルール・マニュアル等はありますか。ある場合、参考のために共有していただけます
か。 
ある。 

2. コンテンツに CCライセンスを付与する際の基準等はありますか。 
特にない。 

ある→どのような基準ですか。（資源タイプ・発行年・収録誌等） 
学術雑誌論文のメタデータには、出版社のポリシーに記載されている CCライセンスを入力す
る。 

2. ライセンスの付与に関して 
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3. 権利表示を入力する際に、省力化のために行っている工夫があれば教えてください。 
まず、学会・出版社の web ページを確認し、Sherpa Romeoや SCPJ を参考程度に使っている。
大学独自に著作権の調査を行った場合は、（業務用の）web ページに記録を残して情報を引き
継いでいる。 
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1-1. 共通の質問事項 

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にDOI に関する事項はありますか。 
ない（運用マニュアルには記載あり）。 

ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。 
ない。 

2. 図書館組織におけるDOI に対する認知度合はどれくらいですか。 
様々な会議等で触れてきたので、一定の認知度はある。 

3. 学内で図書館以外にDOI の付与に関係する部署はありますか。 
ない。 

4. 学内者から DOI に関する要望や照会はありますか。 
ある。 

ある→どのような内容ですか。 
 （学内研究会が発行する）オープンアクセスの電子ジャーナルに、DOI を付与してほしいと
いう要望。 
 リポジトリで DOI を付与して、他に公開しているサイトで DOI を表記したいという要望。 
 学内紀要の発行者や研究者から、事務局として付与の方法について問い合わせ。 

1-2. 付与に積極的な機関向け項目 

1. コンテンツに DOI を付与する際の基準等はありますか。 
ある。 

ある→どのような基準ですか。（資源タイプ・発行年等） 
 紀要論文、博士論文（一律付与、遡及付与もする）。 
 研究報告書は希望があれば付与。 
 今後、WEKO3 移行に向けて、広げることを検討（登録申請書で希望を伺うことを想定）。 

2. DOI 付与作業のマニュアルはありますか。ある場合、参考のために共有していただけますか。 
WEKO のマニュアル。 

1. DOIの付与に関して 

 
DOI 

ライセンス 事例 9 立教大学 ■ 積極的  □ 未着手 
■ 積極的  □ 未着手 
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（DOI の付番方法について） 
自動採番のみ。 

3. 付与作業について注意するのはどのような点ですか。（なるべく早く付与する、あるいは取り
下げの可能性を加味してコンテンツ公開後しばらく経ってから付与する等） 
 コンテンツとして、登録するにふさわしくないものであるかどうか、DOI を付与するに値す
るコンテンツかどうか。 
 他の機関で先に公開され、DOI が付与されていないかどうか。 

4. 付与作業のスケジュールについて教えてください。（メタデータ登録～DOI フラグ立て） 
紀要論文・博士論文ともに、登録依頼者にメタデータを確認いただいた後に DOI を付与する。 

5. 付与を始めたのはいつからですか。（試行、本格運用） 
2015年夏ごろ。 

6. 付与を開始した経緯について教えてください。 
WEKO2で DOI が付与できるようになったので検討を開始した。 

7. 付与作業が日常業務として定着するまでに生じた課題・問題点等があれば、その解決方法を含
めて教えてください。 
DOI は削除できないので、削除を行わないよう、あるいは削除希望があれば、その理由を伺っ
て同じことがないように注意喚起を行う。 

8. DOI に関する学内向けの広報・啓蒙活動として取り組んでいることがあれば教えてください。
（web ページ、チラシ、FD）また、学内での認知度を知るきっかけとなったできごとがあれば
教えてください。 
特にない。 

 

2-1. 共通の質問事項 

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にライセンス等の再利用条件に関する事項はあり
ますか。 
ない（運用マニュアルには記載あり）。 

ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。 
ない。ただし、今後、登録申請書等で登録申請者の希望を確認することを検討。 

2. 登録・公開したコンテンツについて、特定のライセンスを付与（表記）するよう、登録依頼者
より要請を受けたことはありますか。 

2. ライセンスの付与に関して 
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ない。 

3. 登録コンテンツに対して二次利用を制限する注意書き等を掲載するよう、要請を受けたことは
ありますか。 
ない。 

2-2. 付与に積極的な機関向け項目 

1. メタデータの権利表示にクリエイティブコモンズライセンス（以下、CC ライセンス）を入力
する際のルール・マニュアル等はありますか。ある場合、参考のために共有していただけます
か。 
ある。 

2. コンテンツに CCライセンスを付与する際の基準等はありますか。 
ある。 

ある→どのような基準ですか。（資源タイプ・発行年・収録誌等） 
 学内刊行物には、CCライセンスで最も厳しい「CC BY-NC-ND」を一括付与する（権利者へ
の事前確認、および学内調整は行っていない）。 
 博士論文、学術雑誌論文等は元の CC ライセンスを引き継ぎ、それがない場合は「CC BY-

NC-ND」を付与する。 
 他の資源タイプに広げる予定はなし。 

その基準を採用した経緯や理由を教えてください。 
 2012年秋のリポジトリ立ち上げ時より引き継いでいる。 
 一般ユーザーに対して分かりやすくコンテンツ利用条件を伝えたい。 
 CC ライセンスで最も自由度が低いものなので、著者側からのクレームはないはずであろう
という判断（これまでクレームなし）。 
 都度、著者に確認はしていないので、より自由度が高いものを選択したい場合には、その機
会を損ねているというデメリットあり。 

学内刊行物の著作権は、編集委員会と著者でどちらにあるケースが多いでしょうか。 
編集委員会と思われる。 

3. 権利表示を入力する際に、省力化のために行っている工夫があれば教えてください。 
特になし（学内刊行物は一律付与なので）。 
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1-1. 共通の質問事項 

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にDOI に関する事項はありますか。 
ない。 

ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。 
現時点では追加する予定はない。 

2. 図書館組織におけるDOI に対する認知度合はどれくらいですか。 
今回 DOI の付与を試行的に始めるにあたり、館長ミーティングで付与方針やスケジュールを
検討・報告してきた。その内容や資料は全学の図書系職員に公開していることもあり、常勤職
員の間の認知度はかなり高いと考えられる。 

3. 学内で図書館以外にDOI の付与に関係する部署はありますか。 
 リポジトリ経由ではなく、J-STAGE 経由で DOI を付与している部局が３つほどある。これ
らについて図書館は関与していない。 
 大学の執行部より、人文系の研究成果の発信強化や研究評価の観点から、リポジトリ経由で
の DOI の付与について声がかかり、研究推進部やURA センターからも非常に関心を持たれ
ていた。そこから理事・副学長に説明し、今回の試行的な付与の開始につながった。図書館
としてはやるしかないという状況だったため、学内調整はあまり必要のない状況だった。 

4. 学内者から DOI に関する要望や照会はありますか。 
ある。 

ある→どのような内容ですか。 
 人文系学部から、学科の出版物について DOI を付与したいといった問い合わせ。 
 DOI を付与したいが論文以外では何に付与できるかという問い合わせ。 
 刊行物を印刷に出す前にDOI を付与できないかという問い合わせ。 

1-3. 付与に未着手の機関向け項目 

1. DOI 付与に関する現在の状況について教えてください。（運用検討中、ワークフローの準備中、
まったく検討していない等） 
 2021年 10 月から、希望者のみ、リポジトリに登録する論文、出版物について DOI の付与を

1. DOIの付与に関して 

 
DOI 

ライセンス 事例 10 東北大学 ■ 積極的  □ 未着手 
□ 積極的  ■ 未着手 
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試行するアナウンスを学内に対して行った。 
 大まかなワークフローとしては、登録依頼者から出版物データと申請書を受領、コンテンツ
を登録する際に DOI を自動採番で付与、管理台帳に出版物単位で DOI・論文名・登録日等
を記載し、それを図書館と登録依頼者との間で共有する。具体的な作業マニュアルはこれか
らまとめる予定。 
 広報については、DOI 単体ではなく、学内の研究成果をリポジトリに網羅的に登録していた
だけるようにするという流れでする必要があると考えている。例えば、先行して DOI を付与
したコンテンツのダウンロード数が増えたといったような情報があれば、宣伝に使えるので
はないか。 

2. 今後DOIを付与していくとしたら、付与対象となるコンテンツはどのようなものでしょうか。
（資源タイプ・発行年等） 
現時点では、当年度もしくは前年度までの紀要や報告書を対象としている。いずれは古いもの
も希望があれば付与したいが、現段階では一括で遡及的に付与することは考えていない。また、
博士論文も一部の先生方から要望があるので、いずれは対象になる予定。 

3. 付与作業が進められない原因や課題、また検討中の解決策等があれば教えてください。 
試行開始からあまり間がないことと、付与件数がまだ多くないこともあり、問題は出ていない。 

4. 今後、DOI を積極的に付与している機関の事例（グッドプラクティス）を共有していこうと考
えています。特にどのような情報があればよいでしょうか。 
学内で DOI の積極的な付与を推進する上で、コンテンツの可視化や利用にどのくらい効果が
あるのかというデータを示せるとよいと思う。具体的なデータを示せると、先生方の認識も変
わってくると思うので、そういったデータや事例があれば、ぜひ共有していただけるとありが
たい。 

 

2-1. 共通の質問事項 

1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にライセンス等の再利用条件に関する事項はあり
ますか。 
ない。 

ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。 
ない。 

2. 登録・公開したコンテンツについて、特定のライセンスを付与（表記）するよう、登録依頼者
より要請を受けたことはありますか。 
一度だけ、学術論文に CC BY を付けて欲しいという要請があり、そのとおりに付与したこと

2. ライセンスの付与に関して 
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がある。 

3. 登録コンテンツに対して二次利用を制限する注意書き等を掲載するよう、要請を受けたことは
ありますか。 
先生方からの要請はない。ただし、海外の大手出版社等の公開ポリシーに書かれているので忘
れずに注意書きをしてほしい、という依頼は稀にある。 

2-2. 付与に積極的な機関向け項目 

1. メタデータの権利表示にクリエイティブコモンズライセンス（以下、CC ライセンス）を入力
する際のルール・マニュアル等はありますか。 
 出版社の公開ポリシーに載っている場合にのみ、CC ライセンスを入力するようにしている
ため、マニュアル等はない。 
 入力内容は例えば、出版社のポリシーとして”CC BY-NC”や”ND”のように書かれているもの
は、それをそのまま適用して入力するようにしている。著者版についても同様に入力してい
る。調べても見つからない、分からない場合は入力しないこともある。 

2. 権利表示を入力する際に、省力化のために行っている工夫があれば教えてください。 
Sherpa Romeoや SCPJを確認するようにしている。 

 
 

DOI（suffix）の管理について 

 DOI の管理に関して、一旦付与した番号は修正等ができないため、図書館と刊行元の部局の
双方できちんと情報共有して管理していかないといけないと考えている。 
 当初は、双方が管理・識別しやすい suffix（例えば、部局ごとの番号や ISSN 等）を考えて部
局と調整・合意していたが、いざ DOI を付与しようとした際に JAIRO Cloud では自動採番
しかできないことが分かり、部局と再調整した経緯がある。 
 任意の suffix を付与できる方が発行元の希望に応えられるし、図書館本館と分館が分担して
登録する場合は管理しやすいのではないかと考える。 
 印刷体に事前に DOI を付与したいという要望が出てくると思われるが、その際、雑誌の略
称、番号、ページのような任意の suffix を付与できれば、図書館と発行元の話がスムーズに
進むため、検討・対応をお願いしたいと考える。 
 今後学内に DOI 付与を積極的に進めるうえで、コンテンツの可視化や具体的な効果をデータ
で示すことが重要と考える。 

 
 

その他 
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（参考資料 1） 

1 
 

DOI・ライセンス付与に関するヒアリング調査 
質問事項一覧 

JPCOAR コンテンツ流通促進作業部会 
DOI チーム 

 
1. DOIの付与に関して 
1-1. 共通の質問事項 
1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等に DOI に関する事項はありますか。 

ある→どのような内容ですか。 
ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討し
ていますか。 

2. 図書館組織における DOI に対する認知度合はどれくらいですか。 
3. 学内で図書館以外に DOI の付与に関係する部署はありますか。 
4. 学内者から DOI に関する要望や照会はありますか。 

ある→どのような内容ですか。 
 

1-2. 付与に積極的な機関向け項目 
1. コンテンツに DOI を付与する際の基準等はありますか。 

ある→どのような基準ですか。（資源タイプ・発行年等） 
2. DOI 付与作業のマニュアルはありますか。ある場合、参考のために共有していただけ

ますか。 
3. 付与作業について注意するのはどのような点ですか。（なるべく早く付与する、ある

いは取り下げの可能性を加味してコンテンツ公開後しばらく経ってから付与する等） 
4. 付与作業のスケジュールについて教えてください。（メタデータ登録～DOI フラグ立

て） 
5. 付与を始めたのはいつからですか。（試行、本格運用） 
6. 付与を開始した経緯について教えてください。 
7. 付与作業が日常業務として定着するまでに生じた課題・問題点等があれば、その解決

方法を含めて教えてください。 
8. DOI に関する学内向けの広報・啓蒙活動として取り組んでいることがあれば教えてく

ださい。（web ページ、チラシ、FD）また、学内での認知度を知るきっかけとなっ
たできごとがあれば教えてください。 
 

※Crossref DOI の登録についてお尋ねします。 
1. Crossref DOI を導入した理由や経緯（特に JaLC DOI と比較した点等について）を教

えてください。 
2. 登録に掛かる費用はどこが負担していますか。（図書館、全学経費、登録を希望する

部局） 
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（参考資料 1） 

2 
 

※研究データに対する DOI の付与についてお尋ねします。 
1. 研究データに DOI を付与する際の基準等はありますか。 

ある→どのような基準ですか。（部局・生成時期・データの性質等、付与する優先順
位） 

2. 研究データに DOI を付与するようになった経緯について教えてください。（図書館か
ら研究者へのアプローチ、研究者から図書館への問い合わせ等） 

3. リポジトリ上で、論文の DOI と研究データの DOI は連携していますか。 
4. 研究データに DOI を付与することについて、広報・普及活動はどのように取り組んで

いますか？DOI を付与した研究データが広報等に活用された事例があれば教えてくだ
さい。 

5. 後続機関が取組むためのアドバイスや、機関横断的に取り組むべき課題があれば教え
てください。 

 
1-3. 付与に未着手の機関向け項目 
6. DOI 付与に関する現在の状況について教えてください。（運用検討中、ワークフロー

の準備中、まったく検討していない等） 
7. 今後 DOI を付与していくとしたら、付与対象となるコンテンツはどのようなものでし

ょうか。（資源タイプ・発行年等） 
8. 付与作業が進められない原因や課題、また検討中の解決策等があれば教えてくださ

い。 
9. 今後、DOI を積極的に付与している機関の事例（グッドプラクティス）を共有してい

こうと考えています。特にどのような情報があればよいでしょうか。 
 
2. ライセンスの付与に関して 
2-1. 共通の質問事項 
1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にライセンス等の再利用条件に関する事

項はありますか。 
ある→どのような内容ですか。 
ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討し
ていますか。 

2. 登録・公開したコンテンツについて、特定のライセンスを付与（表記）するよう、登
録依頼者より要請を受けたことはありますか。 

3. 登録コンテンツに対して二次利用を制限する注意書き等を掲載するよう、要請を受け
たことはありますか。 
 

2-2. 付与に積極的な機関向け項目 
1. メタデータの権利表示にクリエイティブコモンズライセンス（以下「ライセンス」）

を入力する際のルール・マニュアル等はありますか。ある場合、参考のために共有し
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3 
 

ていただけますか。 
2. コンテンツにライセンスを付与する際の基準等はありますか。 

ある→どのような基準ですか。（資源タイプ・発行年・収録誌等） 
3. 権利表示を入力する際に、省力化のために行っている工夫があれば教えてください。 
 
2-3. 付与に未着手の機関向け項目 
1. 現状でメタデータにライセンスを積極的に入力していない理由があれば教えてくださ

い。 
2. ライセンス付与の障害になっている要因・課題があれば教えてください。 
3. 今後登録コンテンツにライセンス表示を整備していく予定はありますか。 

ある→付与対象や方針が決まっていれば教えてください。 
4. 今後ライセンスの付与に積極的な機関の事例（グッドプラクティス）を共有していこ

うと考えています。特にどのような情報があればよいでしょうか。 
 
 
※各質問群の項番はこちらの管理番号として振っています。 

番号が飛んでいても欠落ではございません。 
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（参考資料2）機関・資源タイプ別DOI付与コンテンツ数
（2021年9月13日時点）

No. DOI付与件数
1 112,822
2 50,679
3 36,115
4 30,690
5 21,153
6 19,186
7 305,803

576,448
※資源タイプ別の内訳は別添Excelファイルをご参照ください。

（参考資料3）DOI未付与のJaLC準会員館
（2021年8月時点）

No. 機関名 総件数 本文あり件数 DOI付与件数
1 東北大学 76,365 71,496 0
2 長崎大学 26,619 25,161 0
3 A大学 12,395 12,393 0
4 神奈川大学 11,069 10,714 0
5 他 350,895 270,355 0

（参考資料4）機関・資源タイプ別ライセンス付与コンテンツ数
（2021年9月時点）

No. ライセンス付件数
1 15,592
2 9,769
3 8,933
4 8,978
5 8,346
6 7,793
7 5,788
8 155,862

221,061
※資源タイプ別の内訳は別添Excelファイルをご参照ください。

（参考資料5）機関別ライセンス付与率
（2021年9月時点）

No. 機関名 総件数 ライセンス付件数 割合
1 千葉大学 93,925 1 0.00%
2 慶應義塾大学 77,691 0 0.00%
3 B大学 60,730 0 0.00%
4 東京大学 56,264 83 0.15%
5 他 2,736,184 205,220 7.50%

立教大学
東洋大学

合計

国立極地研究所
愛知大学
金沢大学
北海道大学
京都大学
他

東京大学学術機関リポジトリ-東京大学
同志社大学学術リポジトリ-同志社大学
他
合計

機関名

機関名
全国遺跡報告総覧-奈良文化財研究所
千葉大学学術成果リポジトリ-千葉大学
京都大学学術情報リポジトリ-京都大学
九州大学学術情報リポジトリ-九州大学
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	1. DOI付与に関する現在の状況について教えてください。（運用検討中、ワークフローの準備中、まったく検討していない等）
	3. 付与作業が進められない原因や課題、また検討中の解決策等があれば教えてください。
	4. 今後、DOIを積極的に付与している機関の事例（グッドプラクティス）を共有していこうと考えています。特にどのような情報があればよいでしょうか。

	2-1. 共通の質問事項
	1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にライセンス等の再利用条件に関する事項はありますか。
	ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。

	2. 登録・公開したコンテンツについて、特定のライセンスを付与（表記）するよう、登録依頼者より要請を受けたことはありますか。
	3. 登録コンテンツに対して二次利用を制限する注意書き等を掲載するよう、要請を受けたことはありますか。

	2-3. 付与に未着手の機関向け項目
	1. 現状でメタデータにライセンスを積極的に入力していない理由があれば教えてください。
	2. ライセンス付与の障害になっている要因・課題があれば教えてください。
	3. 今後登録コンテンツにライセンス表示を整備していく予定はありますか。
	4. 今後ライセンスの付与に積極的な機関の事例（グッドプラクティス）を共有していこうと考えています。特にどのような情報があればよいでしょうか。

	識別子についての補足
	DOIを付与しない理由としてCNRIハンドルの利用を挙げていますが、学内から引用等の際に用いるコンテンツの識別子について問い合わせはありますか。

	デジタルアーカイブについて
	機関リポジトリとは別にデジタルアーカイブを運用しているとのことですが、デジタルアーカイブのコンテンツにライセンスや再利用に関する条件は付与されていますか。

	オープンアクセス方針について
	オープンアクセス方針の中で学術雑誌論文も含めたオープン化に触れられていますが、これについて図書館から教員等に働きかけは行っていますか。


	06_事例04_東京大学_20220621_3
	07_事例05_千葉大学_20220621
	1-1. 共通の質問事項
	1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にDOIに関する事項はありますか。
	ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。


	1-2. 付与に積極的な機関向け項目
	1. コンテンツにDOIを付与する際の基準等はありますか。
	ある→どのような基準ですか。（資源タイプ・発行年等）

	2. DOI付与作業のマニュアルはありますか。
	（DOIの付番方法について）

	3. 付与作業について注意するのはどのような点ですか。（なるべく早く付与する、あるいは取り下げの可能性を加味してコンテンツ公開後しばらく経ってから付与する等）
	4. 付与作業のスケジュールについて教えてください。（メタデータ登録～DOIフラグ立て）
	5. 付与を始めたのはいつからですか。（試行、本格運用）
	6. 付与を開始した経緯について教えてください。
	7. 付与作業が日常業務として定着するまでに生じた課題・問題点等があれば、その解決方法を含めて教えてください。
	8. DOIに関する学内向けの広報・啓蒙活動として取り組んでいることがあれば教えてください。（webページ、チラシ、FD）また、学内での認知度を知るきっかけとなったできごとがあれば教えてください。

	2-1. 共通の質問事項
	1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にライセンス等の再利用条件に関する事項はありますか。
	ある→どのような内容ですか。

	2. 登録・公開したコンテンツについて、特定のライセンスを付与（表記）するよう、登録依頼者より要請を受けたことはありますか。
	3. 登録コンテンツに対して二次利用を制限する注意書き等を掲載するよう、要請を受けたことはありますか。

	2-3. 付与に未着手の機関向け項目
	1. 現状でメタデータにライセンスを積極的に入力していない理由があれば教えてください。
	2. ライセンス付与の障害になっている要因・課題があれば教えてください。
	3. 今後登録コンテンツにライセンス表示を整備していく予定はありますか。
	4. 今後ライセンスの付与に積極的な機関の事例（グッドプラクティス）を共有していこうと考えています。特にどのような情報があればよいでしょうか。

	参考情報

	08_事例06_京都大学
	1-1. 共通の質問事項
	1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にDOIに関する事項はありますか。
	ある→どのような内容ですか。

	3. 学内で図書館以外にDOIの付与に関係する部署はありますか。
	4. 学内者からDOIに関する要望や照会はありますか。
	ある→どのような内容ですか。


	1-2. 付与に積極的な機関向け項目
	1. コンテンツにDOIを付与する際の基準等はありますか。
	ある→どのような基準ですか。（資源タイプ・発行年等）

	2. DOI付与作業のマニュアルはありますか。ある場合、参考のために共有していただけますか。
	（DOIの付番方法について）

	3. 付与作業について注意するのはどのような点ですか。（なるべく早く付与する、あるいは取り下げの可能性を加味してコンテンツ公開後しばらく経ってから付与する等）
	4. 付与作業のスケジュールについて教えてください。（メタデータ登録～DOIフラグ立て）
	5. 付与を始めたのはいつからですか。（試行、本格運用）
	6. 付与を開始した経緯について教えてください。
	7. 付与作業が日常業務として定着するまでに生じた課題・問題点等があれば、その解決方法を含めて教えてください。
	8. DOIに関する学内向けの広報・啓蒙活動として取り組んでいることがあれば教えてください。（webページ、チラシ、FD）また、学内での認知度を知るきっかけとなったできごとがあれば教えてください。

	※Crossref DOIの登録についてお尋ねします。
	1. Crossref DOIを導入した理由や経緯（特にJaLC DOIと比較した点等について）を教えてください。
	2. 登録に掛かる費用はどこが負担していますか。（図書館、全学経費、登録を希望する部局）

	※研究データに対するDOIの付与についてお尋ねします。
	1. 研究データにDOIを付与する際の基準等はありますか。
	2. 研究データにDOIを付与するようになった経緯について教えてください。（図書館から研究者へのアプローチ、研究者から図書館への問い合わせ等）
	3. リポジトリ上で、論文のDOIと研究データのDOIは連携していますか。
	4. 研究データにDOIを付与することについて、広報・普及活動はどのように取り組んでいますか？DOIを付与した研究データが広報等に活用された事例があれば教えてください。
	5. 後続機関が取組むためのアドバイスや、機関横断的に取り組むべき課題があれば教えてください。

	2-1. 共通の質問事項
	1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にライセンス等の再利用条件に関する事項はありますか。
	ある→どのような内容ですか。

	2. 登録・公開したコンテンツについて、特定のライセンスを付与（表記）するよう、登録依頼者より要請を受けたことはありますか。

	2-2. 付与に積極的な機関向け項目
	1. メタデータの権利表示にクリエイティブコモンズライセンス（以下、CCライセンス）を入力する際のルール・マニュアル等はありますか。ある場合、参考のために共有していただけますか。
	3. 権利表示を入力する際に、省力化のために行っている工夫があれば教えてください。


	09_事例07_慶應義塾大学_20220621
	1-1. 共通の質問事項
	1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にDOIに関する事項はありますか。
	ある→どのような内容ですか。

	2. 図書館組織におけるDOIに対する認知度合はどれくらいですか。
	3. 学内で図書館以外にDOIの付与に関係する部署はありますか。
	4. 学内者からDOIに関する要望や照会はありますか。
	ある→どのような内容ですか。


	1-2. 付与に積極的な機関向け項目
	1. コンテンツにDOIを付与する際の基準等はありますか。
	2. DOI付与作業のマニュアルはありますか。ある場合、参考のために共有していただけますか。
	（DOIの付番方法について）

	4. 付与作業のスケジュールについて教えてください。（メタデータ登録～DOIフラグ立て）
	7. 付与作業が日常業務として定着するまでに生じた課題・問題点等があれば、その解決方法を含めて教えてください。
	8. DOIに関する学内向けの広報・啓蒙活動として取り組んでいることがあれば教えてください。（webページ、チラシ、FD）また、学内での認知度を知るきっかけとなったできごとがあれば教えてください。

	2-1. 共通の質問事項
	1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にライセンス等の再利用条件に関する事項はありますか。
	ある→どのような内容ですか。

	2. 登録・公開したコンテンツについて、特定のライセンスを付与（表記）するよう、登録依頼者より要請を受けたことはありますか。
	3. 登録コンテンツに対して二次利用を制限する注意書き等を掲載するよう、要請を受けたことはありますか。

	2-3. 付与に未着手の機関向け項目
	1. 現状でメタデータにライセンスを積極的に入力していない理由があれば教えてください。
	4. 今後ライセンスの付与に積極的な機関の事例（グッドプラクティス）を共有していこうと考えています。特にどのような情報があればよいでしょうか。

	人物の識別子について

	10_事例08_長崎大学
	1-1. 共通の質問事項
	1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にDOIに関する事項はありますか。
	ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。

	2. 図書館組織におけるDOIに対する認知度合はどれくらいですか。
	3. 学内で図書館以外にDOIの付与に関係する部署はありますか。
	4. 学内者からDOIに関する要望や照会はありますか。
	ある→どのような内容ですか。


	1-3. 付与に未着手の機関向け項目
	1. DOI付与に関する現在の状況について教えてください。（運用検討中、ワークフローの準備中、まったく検討していない等）
	2. 今後DOIを付与していくとしたら、付与対象となるコンテンツはどのようなものでしょうか。（資源タイプ・発行年等）
	3. 付与作業が進められない原因や課題、また検討中の解決策等があれば教えてください。
	4. 今後、DOIを積極的に付与している機関の事例（グッドプラクティス）を共有していこうと考えています。特にどのような情報があればよいでしょうか。

	2-1. 共通の質問事項
	1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にライセンス等の再利用条件に関する事項はありますか。
	ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。

	2. 登録・公開したコンテンツについて、特定のライセンスを付与（表記）するよう、登録依頼者より要請を受けたことはありますか。
	3. 登録コンテンツに対して二次利用を制限する注意書き等を掲載するよう、要請を受けたことはありますか。

	2-2. 付与に積極的な機関向け項目
	1. メタデータの権利表示にクリエイティブコモンズライセンス（以下、CCライセンス）を入力する際のルール・マニュアル等はありますか。ある場合、参考のために共有していただけますか。
	2. コンテンツにCCライセンスを付与する際の基準等はありますか。
	ある→どのような基準ですか。（資源タイプ・発行年・収録誌等）

	3. 権利表示を入力する際に、省力化のために行っている工夫があれば教えてください。


	11_事例09_立教大学
	1-1. 共通の質問事項
	1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にDOIに関する事項はありますか。
	ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。

	2. 図書館組織におけるDOIに対する認知度合はどれくらいですか。
	3. 学内で図書館以外にDOIの付与に関係する部署はありますか。
	4. 学内者からDOIに関する要望や照会はありますか。
	ある→どのような内容ですか。


	1-2. 付与に積極的な機関向け項目
	1. コンテンツにDOIを付与する際の基準等はありますか。
	ある→どのような基準ですか。（資源タイプ・発行年等）

	2. DOI付与作業のマニュアルはありますか。ある場合、参考のために共有していただけますか。
	（DOIの付番方法について）

	3. 付与作業について注意するのはどのような点ですか。（なるべく早く付与する、あるいは取り下げの可能性を加味してコンテンツ公開後しばらく経ってから付与する等）
	4. 付与作業のスケジュールについて教えてください。（メタデータ登録～DOIフラグ立て）
	5. 付与を始めたのはいつからですか。（試行、本格運用）
	6. 付与を開始した経緯について教えてください。
	7. 付与作業が日常業務として定着するまでに生じた課題・問題点等があれば、その解決方法を含めて教えてください。
	8. DOIに関する学内向けの広報・啓蒙活動として取り組んでいることがあれば教えてください。（webページ、チラシ、FD）また、学内での認知度を知るきっかけとなったできごとがあれば教えてください。

	2-1. 共通の質問事項
	1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にライセンス等の再利用条件に関する事項はありますか。
	ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。

	2. 登録・公開したコンテンツについて、特定のライセンスを付与（表記）するよう、登録依頼者より要請を受けたことはありますか。
	3. 登録コンテンツに対して二次利用を制限する注意書き等を掲載するよう、要請を受けたことはありますか。

	2-2. 付与に積極的な機関向け項目
	1. メタデータの権利表示にクリエイティブコモンズライセンス（以下、CCライセンス）を入力する際のルール・マニュアル等はありますか。ある場合、参考のために共有していただけますか。
	2. コンテンツにCCライセンスを付与する際の基準等はありますか。
	ある→どのような基準ですか。（資源タイプ・発行年・収録誌等）
	その基準を採用した経緯や理由を教えてください。
	学内刊行物の著作権は、編集委員会と著者でどちらにあるケースが多いでしょうか。

	3. 権利表示を入力する際に、省力化のために行っている工夫があれば教えてください。


	12_事例10_東北大学_20220621
	1-1. 共通の質問事項
	1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にDOIに関する事項はありますか。
	ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。

	2. 図書館組織におけるDOIに対する認知度合はどれくらいですか。
	3. 学内で図書館以外にDOIの付与に関係する部署はありますか。
	4. 学内者からDOIに関する要望や照会はありますか。
	ある→どのような内容ですか。


	1-3. 付与に未着手の機関向け項目
	1. DOI付与に関する現在の状況について教えてください。（運用検討中、ワークフローの準備中、まったく検討していない等）
	2. 今後DOIを付与していくとしたら、付与対象となるコンテンツはどのようなものでしょうか。（資源タイプ・発行年等）
	3. 付与作業が進められない原因や課題、また検討中の解決策等があれば教えてください。
	4. 今後、DOIを積極的に付与している機関の事例（グッドプラクティス）を共有していこうと考えています。特にどのような情報があればよいでしょうか。

	2-1. 共通の質問事項
	1. 図書館やリポジトリに関係する規程・方針等にライセンス等の再利用条件に関する事項はありますか。
	ない→今後規定に追加する予定はありますか。ある場合は、どのような内容で検討していますか。

	2. 登録・公開したコンテンツについて、特定のライセンスを付与（表記）するよう、登録依頼者より要請を受けたことはありますか。
	3. 登録コンテンツに対して二次利用を制限する注意書き等を掲載するよう、要請を受けたことはありますか。

	2-2. 付与に積極的な機関向け項目
	1. メタデータの権利表示にクリエイティブコモンズライセンス（以下、CCライセンス）を入力する際のルール・マニュアル等はありますか。
	2. 権利表示を入力する際に、省力化のために行っている工夫があれば教えてください。

	DOI（suffix）の管理について
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