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JPCOARの会員ってどれくらい？一番古い論文って？日本の機関リポジトリっていくつあ

る？最近よく聞く研究データの登録ってどれくらい進んでる？ちょっと気になるJPCOARと

機関リポジトリに関する数字について、調べてみました！

特集 数字で見るJPCOAR

数字で見るJPCOARと

日本の機関リポジトリ

63
名

1937
倍

2.7
km

838
機関

705会員
JPCOARには図書館や研究機関等

が参加できます。

JPCOAR001
JPCOAR No.が一番小さい番号

JPCOAR-001は清泉女子大学さまです。

清泉女子大学さまComment

リポジトリ立ち上げの思い出

当時は、機関リポジトリの右も左も分からず、NIIの新

任研修に参加して、多くの参加館の皆さまと情報共有を

して、リポジトリ構築にあたりました。その後も、NII

事務局のサポートのお陰で、リポジトリを公開すること

が出来ました。

2013年4月に、本学リポジトリを公開したのですが、NII

事務局の方から、「公開おめでとうございます。」と

言って頂けたのが、とても思い出に残っております。

JPCOARの基本データ編

JPCOAR713
JPCOAR No.が一番大きい番号

JPCOAR-713は九州大谷短期大学さまです。

JPCOAR参加会員数
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838機関

機関リポジトリを公開している機関数で

す。本文ありの公開コンテンツ数は

2,694,983件です！

日本の機関リポジトリ数

681機関

機関リポジトリの約81％が利用しています。

その割合は伸び続けています。

JAIRO Cloud利用機関数

63名
他に事務局職員が3名です。各機関の業務を

行いながら、作業部会の活動を行っています。

随時作業部会員を募集しています！

JPCOAR 作業部会員数

81件

2022年度もお知らせを随時更新中です。

https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/news/2022

2021年度のJPCOARからのお知らせ件数

9回

イベントの資料はリポジトリにて、

公開しています。

https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/page/46

2021年度のJPCOAR主催のイベント回数

日本の機関リポジトリ編

279件

最高は26,115件、最低は0件、中央値は41

件でした。

1年間の機関リポジトリ登録件数の

平均（2021年度）

23％

DOIの付与率が一番高いのが国立大学です。

本文あり件数のうち約23％のレコードに

DOIが付与されています。

国立大学のDOI付与率

半数以上が私立大学で、国立大学、公立大

学が続きます。

JPCOAR会員機関の構成

https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/news/2022
https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/page/46
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3.53倍

DOIの付与数は短期大学が一番伸びています。2018

年から2022年で792件→2,795件となっています。

定期的に元々リポジトリに登録しているコンテン

ツにDOIを付与している大学も多いようです。

短期大学の直近5年間のDOI付与数の伸び率

1,937倍

データセットの登録数が一番伸びているのが私立

大学です。2018年から2022年で10件→19,368件と

なっています。

私立大学の直近5年間の

データセット登録数の伸び率

1.5倍

紀要の登録数が一番伸びているのが公立大学です。

2018年から2021年で40,845件→61,084件で1.5倍

となっています。

公立大学の直近5年間の紀要の登録数の伸び率 559件

各学校が毎年着実に紀要を公開していることが、

うかがえます。

高等専門学校の紀要の公開数の平均

59,536件

2021年度に一番多く登録されたアイテムタイプは

「departmental bulletin paper」でした。ハー

ベストされている全機関の合計件数です。

2021年度に登録された紀要論文（本文あり）

の総数

98%

短期大学、私立大学、国立大学、公立大学、高等専門

学校以外の機関で一番本文あり件数が多かったのは、

「日本貿易振興機構アジア経済研究所学術研究リポジ

トリ」で、公開総件数の約97.63％が本文ありで登録さ

れていました。

「日本貿易振興機構アジア経済研究所学術研究

リポジトリ」の本文あり率

2倍以上

機関リポジトリ全体を見たとき、DOI付与件数が

2018年は約22万件であるのに対し、2022年は約

52万件と、2倍以上に増えています！

DOIの付与件数の直近5年間の伸び率

2022年3月31日現在では、ハーベスト対象機関リポジトリ数

が763件、公開コンテンツ総数が3,586,890件、本文あり

公開コンテンツ総数が2,694,983件となっています。

日本の機関リポジトリの登録コンテンツ数の推移
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1890年

千葉大学学術成果リポジトリに登録されている

「虎列拉病實驗概報」です。

https://irdb.nii.ac.jp/01450/0004981437

登録されている学術雑誌論文で

最も古い論文の出版年

3,296件

現在はコンテンツ流通促進作業部会の運営により、

Googleスプレッドシートで公開されています。

学協会著作権ポリシーデータベース（SCPJ）

に登録されているデータの件数

2.7 km

銀座から東京タワーくらいまでの徒歩の距離と

同じです。けっこう進めますね。

本文あり公開コンテンツ総数を重ねたら

OA・OSポリシー編

53件

最新は2022年3月31日策定の「日本貿易振興機構アジ

ア経済研究所」です。

オープンアクセス方針・実施要領を策定して

いる機関数

219大学

内訳は国立大学21、公立大学25、私立大学173と

なっています。

研究データポリシーを策定している大学数

件数は1,538件。「出版社版利用可能」としている

ポリシー＋「利用できないがBlue、Green」のポリ

シーの割合です。

47%
SCPJのデータのうち、

グリーン・ゴールドOAの割合

「紀要」「学術論文」「その他」がトップ3です。

資源タイプ別コンテンツ数

9月 過去1年の中では9月、7月、5月、3月が

多く、9月は27,531件でした。博士論文

の登録や、大学の休業期間などと関連し

ているかもしれません。

リポジトリ登録件数が多い月

https://irdb.nii.ac.jp/01450/0004981437
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2019年57,924件→2022年75,529件と、

4年で1.3倍に増えています。

研究データの登録数の推移

70%

学術基盤実態調査「課題」で「コンテンツの確保

（著作権処理を含む）」が課題と答えた大学の割

合（国公私含む）です。

コンテンツの確保に悩んでいる大学の割合

おまけ編

勝手にレビュー

JAIRO Cloudリポジトリの人気カラー

青系と、白黒（モノトーン）が人気を分け合いました。

全体的にシンプルなデザインのリポジトリが多かった

です。

図書館キャラクターを使っている機関のほか、リポジトリ

のオリジナルと思われるキャラクターもいました。

勝手にレビュー

リポジトリのキャラクター

圧倒的に「〇〇大学リポジトリ」という機関名＋リ

ポジトリというシンプルなネーミングが多いという

ことがわかりました。

勝手にレビュー

リポジトリの名前の付け方

1.3 倍
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各数字の出典・補足

P.1

- JPCOAR参加会員数：2022年8月1日現在。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oNjykAjC2uvTV0K

dUHflOwOq0Y7tMSqc10GivORNFMc/edit#gid=0

- JPCOAR No.が一番小さい番号：2022年8月4日現在。

https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/page/40

- JPCOAR No.が一番大きい番号：2022年8月4日現在。

https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/page/40

P.2

- 日本の機関リポジトリ数：2022年3月末現在。

https://www.nii.ac.jp/irp/archive/statistic/

- JAIRO Cloud利用機関数：2022年3月末現在。

https://www.nii.ac.jp/irp/archive/statistic/

- JPCOAR 作業部会員数：2022年7月1日現在。

https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/page/399

- 2021年度のJPCOARからのお知らせ件数：

JPCOARウェブサイトに掲載された2021年度1年間のお知らせの

件数。

- JPCOAR会員機関の構成：2022年8月4日現在。

- 2021年度のJPCOAR主催のイベント：

内訳：月刊JPCOAR ６回、図書館総合展 １回、AXIES-JPCOAR

研究データポリシー策定WS 2

- 1年間の機関リポジトリ登録件数の平均（2021年度）：

IRDBに掲載している「統計ファイル（全機関の機関別統

計）」で2021年3月と2022年3月の「本文あり件数」の数値を

比較。2021年3月に数値が無い機関は除いた。

- 国立大学のDOI付与率：2022年6月現在。

IRDBに掲載している「統計ファイル（全機関の機関別統

計）」のデータから種別「その他」を除いて計算。

P.3

- 短期大学の直近5年間のDOI付与数の伸び率：IRDBに掲載し

ている「統計ファイル（全機関の機関別統計）」のデータの

「DOI付与数」から抽出。

- 私立大学の直近5年間のデータセット登録数の伸び率：IRDB

に掲載している「統計ファイル（全機関の機関別統計）」の

データの「dataset」から抽出。

- 公立大学の直近5年間の紀要の登録数の伸び率：IRDBに掲載

している「統計ファイル（全機関の機関別統計）」のデータ

の「departmental bulletin paper」から抽出。

- 高等専門学校の紀要の公開数の平均：2022年6月現在。

IRDBに掲載している「統計ファイル（全機関の機関別統

計）」のデータの「departmental bulletin paper」から抽出。

- 「日本貿易振興機構アジア経済研究所学術研究リポジト

リ」の本文あり率：2022年6月現在。IRDBに掲載している「統

計ファイル（全機関の機関別統計）」のデータの「本文あ

り」から抽出。

- DOIの付与件数の直近5年間の伸び率：IRDBに掲載している

「統計ファイル（全機関の機関別統計）」のデータの「DOI付

与数」から抽出。

- 2021年度に登録された紀要論文（本文あり）の総数：IRDB

に掲載している「統計ファイル（全機関の機関別統計）」で

2021年3月と2022年3月の数値を比較。

- 日本の機関リポジトリの登録コンテンツ数の推移：

https://www.nii.ac.jp/irp/archive/statistic/

のデータより作成。全て3月31日時点のデータ

P.4

- 登録されている学術雑誌論文で最も古い論文の出版年：

2022年8月9日時点。IRDBにて検索し、学術雑誌で古い順に並

び替え→日付が入っているレコード→一番古いものを抽出。

- 資源タイプ別コンテンツ数：2022年8月31日現在。

IRDBに掲載している「統計ファイル（全機関の合計値）」の

データの「資源タイプ別コンテンツ数」を抽出。

- 本文あり公開コンテンツ総数を重ねたら：1論文20p=10枚で

計算。 2,694,983件×0.1㎜（普通紙 1枚の厚さ）×10枚

=2,694,983㎜。㎞に換算すると約2.7㎞となる。

数字は2022年3月31日現在。

https://www.nii.ac.jp/irp/archive/statistic/

-リポジトリ登録件数が多い月：IRDBに掲載している「統計

ファイル（全機関の合計値）」のデータの「本文あり件数」

から2021年9月-2022年8月の登録件数を抽出。

- 学協会著作権ポリシーデータベース（SCPJ）に登録されて

いるデータの件数：2022年8月31日現在。

https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/records/216

- SCPJのデータのうちグリーン・ゴールドOAの割合：2022年8

月31日現在。https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/records/216

- オープンアクセス方針・実施要領を策定している機関数：

2022年5月17日現在。

https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/page/53

- 研究データポリシーを策定している大学数：2021年5月1日

現在。令和3年度学術情報基盤実態調査より。

P.5

- 研究データの登録数の推移：IRDBに掲載している「統計

ファイル（全機関の合計値）」のデータの資源タイプ

「dataset(本文あり)」から各年の3月のデータを抽出。

- コンテンツの確保に悩んでいる大学数：令和3年度学術情報

基盤実態調査より。

- おまけ：JAIRO Cloudリポジトリをランダムに102件調査。

いずれも2022年8月31日現在。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oNjykAjC2uvTV0KdUHflOwOq0Y7tMSqc10GivORNFMc/edit#gid=0
https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/page/40
https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/page/40
https://www.nii.ac.jp/irp/archive/statistic/
https://www.nii.ac.jp/irp/archive/statistic/
https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/page/399
https://www.nii.ac.jp/irp/archive/statistic/
https://www.nii.ac.jp/irp/archive/statistic/
https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/records/216
https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/records/216
https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/page/53
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2021/1418398_00005.html
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2021/1418398_00005.html
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数字で見る！月刊JPCOAR

特集 数字で見るJPCOAR

毎月開催中の学術コミュニケーションセミナー（月刊JPCOAR）は9月で1周年！

特集テーマと同じ「数字」に着目し、これまでの開催回の中からピックアップしたセミナーをご紹介します。

その他過去開催セミナーはJPCOARウェブサイト「学術コミュニケーションセミナー（月刊JPCOAR）まとめ」にてご覧いただけます。

月刊JPCOARでは毎月リポジトリ業務やオープンアクセスを推進する上で直接的・間接的にかかわる様々な話題を取り上げて紹介し

ています。気になるセミナーがありましたらぜひご参加ください。

動画視聴者数・資料ダウンロード数ともにNo.１！第５回は「学術情報流通の

オープン化をめぐる諸問題」をテーマに開催。オープン査読をテーマに発表さ

れた佐藤先生、プレプリントサーバをテーマに発表された林先生とのディス

カッションも多いに盛り上がりました。合わせて両先生の講義動画もご覧くだ

さい

オープン査読、プレプリントサーバ

『学術誌のクオリティ』
有田正規（国立遺伝学研究所 生命情報・DDBJセンター長）
第5回 動画 / 資料

1000
研究成果の出版・公開査読を行うオープンリサーチ出版F1000 Researchを導入

した筑波大学の事例紹介。2022年8月23日に「筑波大学ゲートウェイ」は、

“Japan Institutional Gateway”（JIG）としてリニューアルされ、ますます

注目が高まります。

『事例：F1000Researchの導入』

森本行人（筑波大学URA研究戦略推進室チーフ・リサーチ・アドミニストレー

ター）

第7回 動画 / 資料

参考：

F1000 Research筑波大学ゲートウェイがJapan Institutional Gateway (JIG)

としてリニューアルしました（2022.8.23）(筑波大学研究情報ポータルCOTRE)

https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/monthly
https://youtu.be/ocH0qW1DXmg
https://youtu.be/4ACju0XFPZw
https://youtu.be/eYKcxrCop7U
https://doi.org/10.34477/0002000140
https://f1000research.com/japan-institutional-gateway
https://youtu.be/wwjNstUVgmk
https://doi.org/10.34477/0002000159
https://ura.sec.tsukuba.ac.jp/archives/38965
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226
公開から40日で資料226ダウンロード！

第９回の「電子ジャーナル契約とOA」では『ダイヤモンド OA（216ダウンロー

ド）』と『CUP、Elsevierなどとの転換契約（164ダウンロード）』も取り上げ

ており、注目度の高い話題だったことがうかがえます。

『オープンアクセス契約の類型化と課題』

立原ゆり（東京大学附属図書館）

第9回 動画 / 資料

18.5%
2020年実施「国内機関における研究データ管理の取り組み状況調査」の結果に

よると研究データ管理に関するデータポリシーの策定状況について「あり」と

回答した機関は全体の18.5％だったことが紹介されています。

今号では、同調査の概要も紹介しています。詳細な情報を知りたい方はSTI

Horizon誌の記事を合わせてご確認ください。

『日本の大学・研究機関における研究データ管理（RDM）の取組状況』

池内有為（文教大学 文学部英米語英米文学科）

第10回 動画 / 資料

225

《全回答選択項目》「関連動向の解説」（数字は回答数）

国内外のオープンサイエンス動向 217 / 出版ワークフロー 52 / データキュレーショ

ンと保存方法 103 / 電子リソースの流通 142 / 電子ジャーナル関連（ハゲタカジャー

ナル、フリッピング、APCなど） 158 / デジタルアーカイブ 161 /オープンアクセスに

関するライセンス問題（CC、エンバーゴなど） 225 / その他 8

《紹介》「オープンアクセスに関するライセンス問題（CC、エンバーゴなど）」に関連

するセミナー。

『識別子・ライセンスの国内普及状況』

菅原光（一橋大学附属図書館／コンテンツ流通促進作業部会）

第4回 動画 / 資料

月刊JPCOARの参加者アンケートの内、「オープンアクセス・学術情報流通・学術コミュニケーションについて、どんなことに興味があ

りますか？」という質問に対し、「関連動向の解説」区分で最も興味が高かったのは「オープンアクセスに関するライセンス問題（CC、

エンバーゴなど）」（1,066回答数中225）でした。※数字は第1回～第6回分の集計。

数字で見る！月刊JPCOAR

https://doi.org/10.34477/0002000167
https://doi.org/10.34477/0002000166
https://youtu.be/Z1_uVlYXR60
https://doi.org/10.34477/0002000165
https://doi.org/10.15108/stih.00287
https://youtu.be/4gum0YaZsKI
https://doi.org/10.34477/0002000205
https://youtu.be/Pcr61GrSyHw
https://doi.org/10.34477/0002000137
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機関リポジトリのためのデータ解析 国立情報学研究所 河合将志

特 集 数字で見るJPCOAR

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では、

JAIRO Cloudの開発だけではなく、機関リポジトリに関する

データ解析もおこなわれており、私はデータ解析を主に担当し

てきました。具体的には、機関リポジトリのコンテンツ数に対

する図書館による諸施策の効果の推定や、コンテンツ利用に対

する機関リポジトリの効果の推定などに従事してきました。ま

た、得られたデータ解析の結果を、当センターのJAIRO Cloud

開発チームやJPCOAR等の機関リポジトリコミュニティと共有す

ることで、現状の改善にも取り組んできました。

こうした経験を踏まえ、本コラムでは、「データ解析の概

要」「データ作成」「データ解析の例」それぞれについて、

データ解析にもとづく自機関のサービス改善に関心のある機関

リポジトリ担当者の方々を読み手として念頭におき、説明した

いと思います。

データ解析の概要

データ解析をおこなうにあたっては、その目的に応じて、手

法を選択する必要があります。さまざまな手法が存在しますが、

それらは探索志向の手法と確認志向の手法に大別されます。探

索志向の手法は概略の把握を可能にする手法であり、主成分分

析、クラスター分析、多次元尺度法などが該当します。確認志

向の手法は具体的な命題の検証を可能にする手法であり、回帰

分析、パス解析、決定木などが該当します。データ解析の目的

が、例えば、機関リポジトリ登録論文の特徴の理解である場合

には、探索志向の手法を選択し、所属、分野、IFといった着目

する点における登録論文と未登録論文の特徴の違いの同定であ

る場合には、確認志向の手法を選択するといった使い分けが考

えられます。

手法を選択した後は、解析ソフトを選択する必要があります。

RやPythonは無償であり、手法の実行を容易にする関数群であ

るパッケージが充実しています。SPSSやSTATAは有償ですが、

操作性に優れたユーザーインターフェイスをもっています。選

択されることが多いであろう無償のRやPythonでは、コードの

記述が求められますが、パッケージを利用することで、数行の

コードのみでデータ解析をおこなうことができます。

データ作成

以上では、データはあるものとして、データ解析そのものの

概要を説明しましたが、データ解析をおこなうためには、当然

ながら、データ作成もおこなう必要があります。データ解析の

目的が、上述の所属、分野、IFといった点における機関リポジ

トリ登録論文と未登録論文の特徴の違いの同定である場合には、

登録、所属、分野、IFについてのメタデータの行列化がデータ

作成として求められます。表１は行列化されたメタデータであ

り、表２はその意味です。一般に、データ解析に望ましいのは、

行数が多く、欠損値が少ない行列です。こうした網羅性の高い

行列を一朝一夕に作成することは難しいため、自機関において

データ作成の仕組みを予め確立しておくことが円滑なデータ解

析につながります。

表１：行列化されたメタデータ

今号の特集は数字で見るJPCOARです。

JPCOARの様々な数字をピックアップすることで、読者のみなさんにその意味を考えてもらえたらうれしいね、と企画しました。

なので、編集担当では数字についての分析や意味づけは行っていません。

とはいえ、特集に読みものがないのは寂しい、ということで、NIIの河合先生にデータ解析の初歩について解説していただきました。

このデータはあんな分析に使えるかも！？と考えながら読んでみてください。
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機関リポジトリのためのデータ解析

データ解析の例

最後に、実際のデータ解析のイメージを共有するため、上述

の所属、分野、IFといった点における機関リポジトリ登録論文

と未登録論文の特徴の違いの同定を目的とするデータ解析をお

こないます。ここでは、手法に決定木を、解析ソフトにRを、

データに表１同様の行列を用います。Rのコードは以下の通り

です。

パッケージのインストール

install.packages("rpart")

install.packages("partykit")

パッケージの読み込み

library(rpart)

library(partykit)

データの読み込み

data <- read.csv(file("data.csv", encoding = "cp932"),

header = T, row.names = 1)

登録列の要素のファクターへの変換

data$登録 <- as.factor(data$登録)

決定木の生成

model <- rpart(登録~., data)

決定木のプロットの出力

plot(as.party(model), gp = gpar(fontfamily = "YuMin-

Medium", fontsize = 10))

データ解析の例

図１はRのコードを実行して得られた決定木のプロットです。

図は論文1000件のうち、機関リポジトリ登録論文400件の特徴

が「所属が理工」、登録論文100件の特徴が「所属が理工以外

かつIFが5.5以上」、未登録論文500件の特徴が「所属が理工以

外かつIFが5.5未満」ということを示しています。図は同時に、

登録対象となる論文の選定が不規則的なものである場合、それ

を所属やIFにもとづいた規則的なものへと変更することで、登

録論文数を拡充できることを示唆しており、自機関のサービス

改善に役立ちます。

図１：決定木のプロット

表２：表１の意味



国内の大学や研究機関、助成機関では、様々な調査研究の文献を「機関リポジトリ」等のウェブサイト
で公開しています。その中から毎回テーマを決めて、専門家の方以外にも親しみやすい日本語文献を紹
介します！ IRDBであなたも楽しそうな文献を見つけてみませんか？

Vol.9：統計/データサイエンス

ご紹介している文献は、IRDB（https://irdb.nii.ac.jp/）から検索し、
各機関のウェブサイト（機関リポジトリ）等で全文を閲覧可能です。

COVID-19予防・検疫措置が企業活動に与え
た影響（公益財団法人環日本海経済研究所）

人文学と情報の過去と現在、そして未来 : 人
文学におけるデータサイエンスの概念の整理
から考える（北海道大学）

語彙の使用状況に着目した文学作品の統計的
分析（群馬工業高等専門学校）トラッキングデータを用いたサッカーのゲーム

分析（新潟経営大学・新潟中央短期大学）

日本におけるテレビアニメ放映データの分析
－リストの作成とその概要－（関西大学）

広島県における正面衝突時の安全
運転サポート車の乗員傷害低減効
果の推定（福山大学）

タンポポを指標とした大分大学構
内の環境評価（大分大学）

オンライン授業によるデータサイエンス教育
（三重大学）

Massive Dataの収集・分析手法を用いた観光イ
メージ分析──宮島に関するTrip Advisorの英文
Reviewsを事例に──（広島修道大学）

<論文>メタ分析によるセクハラ大学教授の平均年齢と
身分の推定（京都大学）

人工知能を用いた「プリキュア」分析
（江戸川大学）
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機関リポジトリに登録された、統計・データサイエ
ンスに関する本文へのアクセス可能なコンテンツよ
り検索しました。
また、JPCOAR Community メーリングリストにて
論文情報を多数お寄せいただきました。
ご協力をいただきありがとうございました。
IRDBの検索条件
検索語：統計 / データサイエンス / 機械学習 / 人工知能
本文あり

バスケットボールのゲームにおけ
るショット難易度の統計学的分類
とその利用によるプレイヤーの
ショット能力評価の試み
（九州共立大学）

統計学的じゃんけんゲームソフト
（統計数理研究所）

日本のテレビアニメにおいてヒット作を生み
出す要因の統計分析 ～世界を変えるアニメと
は～（早稲田大学）

教育講座 スポーツ健康学の科学論文で使える
パラメトリック統計 : js-STARを使って簡単
に実践してみよう!（平成国際大学）

文字データの分析──機械学習によるくずし
字認識の可能性とそのインパクト──
（人文学オープンデータ共同利用センター）

近畿地方における夏季の降水現象に関する統計解析
（京都大学）

https://irdb.nii.ac.jp/
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JPCOARコンテンツ流通促進作業部会では、2021年12月から

2022年1月にかけてDOI・ライセンスに関するヒアリング調査

を行い、その結果をまとめた報告書を公開しました。

DOI（Digital Object Identifier）とは、コンテンツ自身

に付与され、確実かつ永続的なアクセスURLとして利用するこ

とができる識別子です。DOIをキーとして様々なサービスやプ

ラットフォーム間で情報が共有されることによって、コンテ

ンツの流通性を高めることが期待されています。また、コン

テンツの利用条件を明示するライセンスを付与することは、

その再利用を促進する効果があります。機関リポジトリのメ

タデータでは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスがよ

く使われています。本調査に先駆けて行われた先行調査では、

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判明しまし

た。1）

当作業部会は両者の付与を促進するためには、既に積極的

に取り組んでいる機関の実践内容や、未着手の機関の状況や

抱えている課題を把握し、情報共有していくことが重要であ

ると考え、機関リポジトリの担当者にヒアリング調査を行う

ことにしました。

調査の準備としてIRDBの全レコードおよびJaLC準会員数な

どを分析し、調査先を10機関選定しました。またヒアリング

シートはDOIとライセンス、さらに先行機関と未着手機関に分

けて大きく４パターン作成しましたが、実際にお話を伺って

みるとこちらが想定していなかった各機関の状況を聞くこと

ができました。

例えば、DOIの付与に積極的な機関からは、学内発行物の論

文PDFにDOIを印字した状態で発行したいという発行元からの

要望を受けて、図書館が校正・発行の段階にも関わっている、

という事例が挙げられました。また、リポジトリに係る規

定・方針等にDOI に関する事項を定め、特定の資源タイプの

コンテンツに対する一律付与を明示している事例もありまし

た。ライセンスについては、全体的に機関による一括付与は

積極的に進められていない印象ですが、学内発行物に対して

図書館がCC BY-NC-NDを付与して公開している機関があり、運

用方法に課題があるとしつつも注目すべき点です。

本報告書には先行機関におけるDOI・ライセンスの導入プロ

セスや業務上の運用方法をまとめていますので、これからそ

れらの付与を考えている機関の方にはぜひご一読いただきた

いです。また、他機関における業務上の工夫や広報活動を知

る機会として、既に付与を行っている機関の方もぜひご参照

ください。

最後になりましたが、ヒアリング調査をお受けいただいた

機関のみなさま、お忙しい年末年始にもかかわらずご協力い

ただきましてありがとうございました。

【報告書】

「DOI・ライセンスに関するヒアリング調査について」

【参考】

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.(参照2022-08-04).

ご協力いただいた機関：神奈川⼤学、京都⼤学、慶應義塾⼤

学、千葉⼤学、東京⼤学、同志社⼤学、東北⼤学、⻑崎⼤学、

北海道⼤学、⽴教⼤学（五十音順）

室井 万穂（九州大学・コンテンツ流通促進作業部会）

各 作 業 部 会 の 活 動 広 報

コンテンツ流通促進作業部会

JPCOAR Newsletter CoCOAR No.15 (2022.09)

報告書「DOI・ライセンスに関するヒアリング調査について」を公開しました

各作業部会の活動広報

https://doi.org/10.34477/0002000208
https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/records/680
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JPCOARスキーマは、2017年にオープンアクセスリポジトリ

推進協会（JPCOAR）が策定した、学術情報資源のメタデータ

流通に用いる規格です。相互運用性を保つために外部の複数

のメタデータ定義を採用しています。このため、採用した外

部のメタデータ定義の改訂や学術情報流通の技術的な進展等

に適宜対応していく必要があり、これまでに2回の改訂を行っ

てきました。

現在、研究データおよびデジタルアーカイブのメタデータ

整備が主な課題となっています。これらに対応するために改

訂を行い、2022年度にJPCOARスキーマVersion 2.0としてリ

リースします。この記事では、Version 2.0の改訂に至った背

景と主要な改訂内容をご紹介します。JAIRO Cloudは、今後、

Version 2.0に対応していく予定です。それ以外のシステムで

リポジトリを運用している機関でも、順次、ご対応いただく

ことで、より円滑なメタデータ流通が可能になることを期待

しています。みなさまの機関におけるリポジトリや研究デー

タ、デジタルアーカイブの管理・利活用のご参考になれば幸

いです。

改訂の背景

研究データについては、『第6期科学技術・イノベーション

基本計画』1)における主要指標の一つとして、「公募型の研究

資金2)の新規公募分において、2023年度までに、データマネジ

メントプラン（ＤＭＰ）及びこれと連動したメタデータの付

与を行う仕組みの導入率が100％になる」ことが掲げられてい

ます。これに基づき、『公的資金による研究データの管理・

利活用に関する基本的な考え方』3)には、「研究開発を行う機

関4)は、管理対象データへのメタデータ付与を進めるとともに、

研究者による機関リポジトリへの管理対象データの収載を進

める」ことや、付与すべき「メタデータの共通項目」5)が示さ

れています。このため、JPCOARスキーマも「メタデータの共

通項目」に対応する必要が生じ、検討を進めています。

デジタルアーカイブについては、「デジタルアーカイブの

連携に関する関係省庁等連絡会・実務者協議会」により『我

が国におけるデジタルアーカイブ推進の方向性』『デジタル

アーカイブの構築・共有・活用ガイドライン』6)が示され、国

立国会図書館の「ジャパンサーチ」や全国のアーカイブ機関

による対応が進み始めています。学術機関においても、『大

学図書館におけるデジタルアーカイブの利活用に向けて』7)が

まとめられるなど、各大学図書館における対応が必要になっ

ています。こうした中、国立情報学研究所・科学技術振興機

構・国立国会図書館による連絡会議の下に設置されたメタ

データの相互運用性に関する検討ワーキンググループ（メタ

データWG）において、デジタルアーカイブに適したメタデー

タの流通経路を模索するとともに、流通に必要とされるメタ

データ項目の検討を進めてきました。

研究データについての対応

研究データに関しては、国立情報学研究所の研究データ基

盤（NII Research Data Cloud）8)が日本における研究データ

の管理・利活用のための中核的なプラットフォームとして位

置付けられており、前述の「メタデータの共通項目」への対

応が進められています。JPCOARスキーマVersion 2.0は、この

NII Research Data Cloudを支えるメタデータスキーマとして

リリースされます。これにより、大学等の研究開発を行う機

関では、JAIRO Cloudで研究データを公開する場合、2023年度

末までに「メタデータ共通項目」を含むメタデータを付与す

ることが可能になる予定です。なお、「メタデータの共通項

目」とJPCOARスキーマとの対応付けなど、研究データのメタ

データ作成に関する詳細は、今後「メタデータ流通ガイドラ

イン（研究データ編）」(国立国会図書館)9)として取りまとめ

る予定です。今回の改訂のうち、研究データに関する変更点

は次ページの通りです。

① 「助成情報」の府省共通研究開発システム（e-Rad）への

対応

従来、「助成機関識別子」としてCrossref Funder等の識別

子を採用していましたが、新たにe-Radの「資金配分機関コー

ド」を指定できるようになります。加えて、各資金配分機関

内の助成カテゴリを表す「プログラム情報」と、論文謝辞等

で使用する研究課題番号である「体系的番号」が入力できる

ようになります。

② 「研究機関コード」の ROR（ Research Organization

Registry）への対応

国際的な研究機関コードへの対応として、機関識別子にROR

の機関番号を指定できるようになります。項目「寄与者（提

供機関）」の寄与者識別子として使用することで、データ管

理機関を表記ゆれの少ない形で表示することができます。

③ 「主題」への統制語彙「e-Rad」の追加

この項目にはこれまで主にNDC等の図書に使用される主題が

入力されていましたが、今回の改訂で新たにe-Radで用いられ

る分野に対応します。

JPCOAR Newsletter CoCOAR No.15 (2022.09)

JPCOARスキーマVersion 2.0リリースに向けて

各作業部会の活動広報
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④ 「資源タイプ」の「dataset」語彙の詳細化

JPCOARスキーマの「資源タイプ」は、国際的なリポジトリ

コミュニティであるCOAR（オープンアクセスリポジトリ連

合）が定めるResource Typesから語彙を採用していますが、

COAR Resource Types 3.0（ 2021年 7月 19日改訂）では、

「dataset」の下位にあたる語彙として13種類が追加されてい

ます。今回のJPCOARスキーマの改訂ではこれらの追加語彙に

対応します。

デジタルアーカイブについての対応

デジタルアーカイブに関しては、前述の「メタデータWG」

に参加しているこれからの学術情報システム構築検討委員会

とともに、国立情報学研究所および国立国会図書館と検討を

重ね、大きく2つの対応を行っています。一つ目は、デジタル

アーカイブに適したメタデータ流通経路の模索、二つ目は、

デジタルアーカイブに関するメタデータ記入項目の拡張・新

設です。

①デジタルアーカイブに適したメタデータ流通経路の模索

国内に散在するデジタルアーカイブを集約し、国内外に効

果的に流通させる第一のステップとして、日本のデジタル

アーカイブのメインストリームの一つといえるジャパンサー

チにメタデータを流通させる経路を検討しています（図１）。

本流通経路では、デジタルアーカイブのメタデータをJPCOAR

スキーマ Version2.0に準拠させることによって、IRDBを経由

して、ジャパンサーチに引き渡すことが可能となります。な

お、ジャパンサーチへのメタデータ流通については、具体的

な手続きを2022年度末作成予定の「メタデータ流通ガイドラ

イン（古典籍資料編）」（国立国会図書館）10)の公開とあわ

せてご案内予定です。

図１ メタデータ流通経路図（学術機関のデジタルアーカイ

ブ）『メタデータ流通ガイドライン：別紙』＜別紙３：メタ

データ流通経路＞より引用

②デジタルアーカイブに関するメタデータ記入項目の拡張・

新設

各機関のデジタルアーカイブを流通させる上では、各コン

テンツがどの機関の、どういったまとまりに属するかといっ

たコレクションに関する情報も重要となります。具体的には、

デジタルアーカイブの名称、提供機関名、主題、ライセンス

といった情報をメタデータとして記入できるよう整備し、そ

れに属するコンテンツのメタデータと共に流通できるように

したいと考えています。個々のコンテンツのメタデータはリ

ポジトリに入力しますが、コレクションに関するメタデータ

は「コミュニティサポート by JPCOAR and NII」でIRDB連携

JPCOAR Newsletter CoCOAR No.15 (2022.09)

JPCOARスキーマVersion 2.0リリースに向けて 各作業部会の活動広報

研究データに関する対応項目一覧

① 助成情報

助成機関識別子 e-Radの「資金配分機関コード」を追加

プログラム情報【新設項目】 各資金配分機関内の助成カテゴリを表す「プログラム情報」を入力可能に

研究課題番号 「体系的番号」（論文謝辞等で使用する研究課題の番号）を追加

② 研究機関コード

作成者識別子

国際的に使用される「ROR」（Research Organization Registry）の機関

番号を追加

寄与者識別子

所属機関識別子（作成者所属）

所属機関識別子（寄与者所属）

助成機関識別子

③ 主題 e-Radで用いられる分野表（「研究分野（主）」11区分）を追加

④ 資源タイプ

COAR Resource Types 3.0で「dataset」語彙の下位に設定された13種類を追加。データ

の取得方法別の語彙（実験データ/ 観測データ/ 調査データなど）と、データの内容別

の語彙（地理空間データ/ ゲノムデータなど）がある
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のための申請情報として登録いただき、IRDBでコンテンツと

コレクションのメタデータを紐付けて外部へ流通させていく

案を検討しています。

また、今回の改訂においては、デジタルアーカイブの個々

のコンテンツのメタデータ入力の観点からも見直しを行い、

必要となる拡張、新設を行います。

今回の改訂のうち、デジタルアーカイブに関する変更点は

上の表の通りです。

（注）

1) 2021年3月26日閣議決定

2) 「府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について」に

おいて、システムの対象として規定される公募型の研究資金。

3) 2021年4月27日、内閣府統合イノベーション戦略推進会議

4) 大学、大学共同利用機関法人、国立研究開発法人等を指す。

5) メタデータの付与による研究データの利活用促進や資金配

分機関等が研究課題等に対する評価を行う際、公的資金によ

る研究開発で共通的に用いられるべきと考えられる項目で、

『公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的

な考え方』の「3-2. メタデータの付与による研究データの検

索体制の構築」および「別紙 メタデータの共通項目」に記

載。最新版

この動きに関する最新情報は、内閣府「研究ＤＸ（デジタ

ル・トランスフォーメーション）」を参照。

6) 共に2017年4月

7) 2019年6月、国立大学図書館協会 学術資料整備委員会 デ

ジタルアーカイブ WG

8) 研究データの管理基盤（GakuNin RDM）、公開基盤（WEKO3 

/ JAIRO Cloud）、検索基盤（CiNii Research）から構成され、

2021年から本格運用を開始している。

https://rcos.nii.ac.jp/service/

9) 『メタデータ流通ガイドライン』は、国立情報学研究所

（NII）・科学技術振興機構（JST）・国立国会図書館（NDL）

連絡会議の下に設けられた「メタデータの相互運用性に関す

る検討ワーキンググループ」において策定が進められており、

2022年3月18日にドラフト版が公開された。今後、個別資料編

として、雑誌、研究データ、アクセシブル資料、古典籍資料

に関するガイドラインが追加される予定。

10) 9)に同じ。

コンテンツ流通促進作業部会 メタデータチーム

Tips「JPCOARスキーマ」各項目の記入方法

を確認するには？

「JPCOARスキーマ」各項目の記入方法は、「JPCOARスキーマ

ガイドライン」のページをご確認ください。

「JPCOARスキーマVersion 2.0」リリース後は、改訂後の内

容に切り替わる予定です。なお、「スキーマ説明」のページ

では、「バージョン」を指定すると、指定したバージョンの

記入方法を見ることができます。改訂後も、引き続き過去の

バージョンを参照できますのでご安心ください。本サイトは

2022年6月にリニューアルし、JPCOARスキーマに関するお知

らせ、おすすめの関連情報（Pick Up）も掲載しています。

メタデータ入力のツールとして、ぜひご活用ください！

JPCOAR Newsletter CoCOAR No.15 (2022.09)

JPCOARスキーマVersion 2.0リリースに向けて 各作業部会の活動広報

デジタルアーカイブに関する対応項目一覧

拡張項目

ヨミ ローマ字ヨミの記入に対応

作成者 役割表示の記入に対応

日付 W3CDTFの形式による記入、範囲指定による記入に対応

本文URL IIIFマニフェストURIの記入に対応

タイトル、主題、権利情報、内容記述 コレクション情報のメタデータ入力に対応

新設項目

・新設項目：

出版者注記、 出版地、 出版地（国コード）、 リテラルな日付、 版、 部編名、 原文の言語、

大きさ・容量等、 記録形式、 所蔵機関、 所蔵機関識別子、 所蔵機関名

・コレクション情報のメタデータ入力に対応する新設項目：

提供機関名、 識別子、 ライセンス、 代表画像

https://www.e-rad.go.jp/dl_file/particulars_e-rad.pdf
https://www8.cao.go.jp/cstp/common_metadata_elements.pdf
https://www8.cao.go.jp/cstp/kenkyudx.html
https://rcos.nii.ac.jp/service/
https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja
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「IRDBデータ提供機関のための DOI管理・メタデータ入力

ガイドライン」は、リポジトリがIRDBを経由してJaLC DOIを

登録する際のメタデータ入力の指針を示した文書です。JaLC

DOIを付与したことのあるリポジトリ担当者ならきっと一度は

ご覧になったことがあるでしょう。

ガイドラインはjunii2編とJPCOARスキーマ編の2つに分かれ

ており、それぞれ本文と別表で構成されています。本文では

DOIとは何か？という基本から紹介し、別表では入力必須のメ

タデータ項目を具体的に整理しています。junii2編初版の刊

行は遡ること8年前の2014年7月。以降、JPCOARスキーマの誕

生に伴ってJPCOARスキーマ編を追加しながら、IRDBやJaLCシ

ステムの改修、DataCite DOIの登録開始（2021年6月）等に併

せて、改訂を重ねてきています。当初は国立情報学研究所で

担当していましたが、現在はJPCOARスキーマを管理する

JPCOARが主体となって担当しています。

2022年7月には最新版の改訂を行いました（JPCOARスキーマ

ver1.0.x編バージョン1.3、junii2編バージョン2.4）1)。今回

の改訂の背景は、IRDBとJaLCシステムの連携方式の変更

（2022年8月）と、それに伴って開始となるJaLCによるメタ

データのオープン化への対応の2点です2)。このオープン化と

いうのは、DOI登録のためにリポジトリのメタデータがIRDBを

経由してJaLCシステムに流通すると、第三者によって「自由

に利用」できるようになるという、かなり大きな変化です。

ここでポイントとなるのが、リポジトリの様々なメタデー

タ項目のなかでも著作性を持ちうる抄録（アブストラクト）

という項目です。この抄録の自由な利用を許可するためには、

（少なくともDOI付与するメタデータについては）あらかじめ

リポジトリ運用機関側で著作権者（論文の抄録であれば通常

は論文著者）に許諾を取る必要が出てきます。

とはいえご安心ください。現時点では、許諾が必要になる

ケースは限定されています。例えば、現在junii2形式でIRDB

と連携している大多数のリポジトリには影響がありません

（JaLCシステムに「抄録」としてデータが提供されないため

です）。ただし、今後JAIRO CloudがWEKO3に移行してJPCOAR

スキーマでIRDBと連携するようになった場合には話が別で、

各機関での許諾処理が必要になります（あるいは、IRDBに

「抄録」を提供しないようにメタデータマッピングの調整が

必要になります）。詳しくは、IRDBサポートのニュース2や

CoCOAR 13号をご覧ください。

そんな改訂したばかりのガイドラインですが、2022年度に

再度の改訂を予定しています。前記事の通り年度内にJPCOAR

スキーマVersion 2.0の改訂が計画されているためで、その際

は「JPCOARスキーマVersion 2.0編」を別途刊行する予定です。

（注）

1)「JaLC DOI登録のためのガイドライン（junii2編／JPCOAR

スキーマ編）が改訂されました」（機関リポジトリデータ

ベースサポート）

2) 「IRDBを経由したDOI登録方式、および「抄録」の取り扱

いの変更について（8/30より）」（機関リポジトリデータ

ベースサポート）

コンテンツ流通促進作業部会 メタデータチーム

JPCOAR Newsletter CoCOAR No.15 (2022.09)

JaLC DOIガイドラインを改訂しました！（2022年7月）

各作業部会の活動広報

https://support.irdb.nii.ac.jp/ja/news/20220725
https://support.irdb.nii.ac.jp/ja/news/20220818
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文部科学省科学技術・学術政策研究所（NISTEP）が発行する

『STI Horizon』誌 2022春号（Vol.8 No.1）（2022年3月22日

発行）に、NISTEPデータ解析政策研究室・客員研究官の池内

有為氏と同室長の林和弘氏による記事「日本の研究機関にお

ける研究データ管理（RDM）の実践状況－オープンサイエンス

の実現に向けた課題と展望－」が掲載されました。

日本の研究機関における研究データ管理（RDM）の実践状況

－オープンサイエンスの実現に向けた課題と展望－

https://doi.org/10.15108/stih.00287

本記事は、2020年11月27日～12月28日にJPCOAR研究データ作

業部会と大学ICT推進協議会研究データマネジメント部会

（AXIES-RDM部会）が共同実施した機関向け調査「国内機関に

おける研究データの取り組み状況調査」のデータを、NISTEP

において二次分析した内容となっております。

調査の設問は46問で、セクション別に想定回答先を設定した

こと、質問の書式をセクション別にダウンロードできるよう

にしたこと、Googleフォーム以外にWordファイルでの提出も

認めたことなどの様々な工夫を行い、352機関から有効回答を

得ることができました。多くのJPCOAR会員機関には調査にご

協力いただき、どうもありがとうございました。

本記事では、「データポリシーを策定・検討している機関は

23.6%」、「RDM体制を構築・検討している機関は23.0%」

「RDM体制の構築状況やRDMサービス提供経験の有無によって、

データ公開の障壁や必要な能力の認識に差がみられた」など

の分析がされています。

なお、NISTEPでは、別途、研究者個人向けに「研究データ公

開と論⽂のオープンアクセスに関する実態調査2020」という

調査も実施されており、そちらの調査結果と比較すると興味

深いものになると思われます。

本記事の元となった機関向け調査「国内機関における研究

データの取り組み状況調査」については、2022年度も調査を

予定しております。是非、ご協力いただければと思います。

研究データ作業部会

研究データ作業部会

JPCOAR Newsletter CoCOAR No.15 (2022.09)

2022年8月19日、教材「情報基盤スタッフ向けの研究データマ

ネジメント」を公開しました。

教材「情報基盤スタッフ向けの研究データマネジメント」

https://doi.org/10.34477/0002000210

本教材は、2020年にJPCOAR研究データ作業部会が公開した

「研究者のための研究データマネジメント」を元に、大学ICT

推進協議会研究データマネジメント部会（AXIES-RDM部会）の

メンバーが、情報基盤スタッフ向けに再構成・加筆したもの

になります。

これまでJPCOARでは、最初の研究データ管理（RDM）教材

「RDMトレーニングツール」、図書館職員等の研究支援者向け

RDM教材「研究データ管理サービスの設計と実践 第2版」、研

究者向けRDM教材「研究者のための研究データマネジメント」

と公開してきましたが、情報基盤スタッフ向けRDM教材が新た

に加わることになりました。

本教材は以下の5つのファイルに分かれており、PDF版とパ

ワーポイント版を提供しております。

00：概要と背景

01：研究前 データ管理計画（DMP）の作成

02：研究実施中 研究データの保存

03：研究実施中 データの収集・分析・整理

04：研究後 研究データの公開

なお、本教材は、各スライドに「研究者に求められる行為」

と「情報基盤スタッフの対応」の記載があり、前者はRDM支援

の際に情報基盤スタッフに知っておいてほしい研究者の立

場・義務を、後者は情報基盤スタッフが実施する支援・基盤

整備に必要な知識・技術を説明しています。

是非、各機関においてご活用いただければと思います。

研究データ作業部会

「日本の研究機関における研究データ管理（RDM）の実践状況－オープンサイエンスの実現に向けた

課題と展望－」が掲載されました

教材「情報基盤スタッフ向けの研究データマネジメント」を公開しました

各作業部会の活動広報

https://doi.org/10.15108/stih.00287
http://hdl.handle.net/11035/00006711
https://doi.org/10.34477/0002000210
https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/records/294
https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/records/34
https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/records/607
https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/records/294


JPCOARからのお知らせ

編 集 後 記

Webサイト: https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/
Facebook: https://www.facebook.com/jpcoar/
Twitter: https://twitter.com/jpcoar/

JPCOAR Newsletter: CoCOAR 第15号
2022年9月29日 発行
オープンアクセスリポジトリ推進協会

オープンアクセス論文紀行では、たくさんの論文情報をお寄せいた
だきました。IRDBでぜひ探してみてください！（植山）

JPCOARスキーマ Ver.2.0はデジタルアーカイブに対応予定。機関リ
ポジトリの有様が変わるターニングポイントになる？（大園）

数字に弱いので、いつもは使わない頭の部分を使って、ウンウン唸
りながらデータを集めました。勉強になりました。（栗田）

今号も楽しく編集にとりくめました。月刊 JPCOARのまとめページ、
ぜひご活用ください！（南雲）

数字が躍る楽しい誌面となりました！興味ひかれる数字はありまし
たでしょうか？内容もぜひ併せてご覧ください。（山田）

JPCOARウェブサイトに、JPCOARがこれまで開催してきた学術コ
ミュニケーションセミナー（月刊JPCOAR）や、その前身である学
術コミュニケーション技術セミナー（JPCOAR Monday）の資料や
動画をまとめたページを作成しました。
リポジトリ業務やオープンアクセスを推進する上で直接的・間接的
に関わる様々な話題について学べるページとなっています。

気になるトピックの学習やおさらいに、ぜひご活用ください。

学術コミュニケーションセミナー（月刊JPCOAR）まとめ

広報・普及作業部会
イベント運営作業部会

学術コミュニケーションセミナーまとめページを作成しました

本文のURL・ハイパーリンクは全て2022年9月14日時点のものです。

記事中の画像は
CC BYの対象外です。
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https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/
https://www.facebook.com/jpcoar/
https://twitter.com/jpcoar/
https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/monthly
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