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D. 著者名・機関識別⼦技術解説

⼤波純⼀
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オープンアクセスリポジトリ推進協会



⾃⼰紹介
■⼤学・⼤学院

⽣物学︓⾼等動物の遺伝⼦解析
新卒後︓IT企業で製薬企業向けシステム開発

⽣物系、情報⼯学系の技術と知識を習得。
オープンサイエンスの重要性を認識。

公共データベースの現場へ。

■2012年〜2020年3⽉
科学技術振興機構バイオサイエンスデータベースセンター研究員︓

・バイオ系研究データの横断検索システムの開発
・バイオインフォマティクスを⽤いたゲノム研究
・オープンデータの推進活動

■2020年4⽉〜（現在）
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︓

・新しい検索基盤、CiNii Research（サイニィリサーチ）担当。



学術情報検索基盤 CiNii Research
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11/6にプレ版を公開

https://cir.nii.ac.jp/

2000万件以上の研究データ、
プロジェクト、論⽂、書誌の情報に

イージーアクセス

→正式版は来年公開予定

国⽴情報学研究所リサーチデータ
クラウド（NII RDC）の1サービス。
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国⽴情報学研究所が提供する学術コンテンツ

NII-REO

I学術機関
リポジトリ

⼤学・学術機関

図書・雑誌情報 研究情報

811機関

J-STAGE
(JST) NDL 

他機関のDBサービス

論⽂情報

⼤学
図書館等
⼤学

図書館等1,341機関

IRDB

JSPS MEXT

論⽂情報の
メタデータ・
リンク情報
2,201万件

CiNii
Articles

機関リポジトリ搭載
の学術情報の

メタデータ・リンク情報
316万件

学術出版社

学協
会学協
会学協
会

科学研究費助成事業
の研究課題・成果情報

91万件

NIIの提供する学術コンテンツ
提 供

収集
アーカイ

ブ 電⼦化

収集

機関発信情報

NII-DBR

専⾨学術
情報資源

（データベース）
204万件

専⾨学術情報

NACSIS
-CAT 受⼊

OUP
Springer ＊データ件数は

令和2年3⽉末現在

海外電⼦ジャーナル
等の本⽂情報

412万件
⼈社系電⼦コレクション

66万件

共⽤
リポジトリ

CiNii
Books

図書・雑誌の
書誌・所在情報
書誌1,218万件
所蔵1.45億件

KAKEN

学術コンテンツ基盤︓学術コンテンツの確保と提供

CiNii
Dissertations

博⼠論⽂の
メタデータ・
リンク情報

66万件

データ統
合



NII RDCの裏側
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• 機関リポジトリ＋分野別リポジトリやデー
タリポジトリとも連携

• 研究者や所属機関、研究プロジェクトの情
報とも関連付けた知識ベースを形成

• 研究者による発⾒のプロセスをサポート

⻑期保存対応ストレージ領域

Cold
Storage

Cold
Storage

Cold
Storage

Hot
Storage

Hot
Storage

Hot
Storage

データ公開基盤

メタデータ集約・管理
知識ベースの構築

成果論⽂ 研究データ

機関向け研究データ管理公開・蓄積管理・保存

検索・利⽤

⾮公開 共有 公開
• データ管理基盤における簡便な操作で研究
成果の公開が可能

• 図書館員やデータキュレータによる、メタ
データや公開レベル統計情報などの管理機
能の提供

• データ収集装置や解析⽤計算機とも連携
• 研究遂⾏中の研究データなどを共同研究者
間やラボ内で共有・管理

• 組織が提供するストレージに接続した利⽤
が可能

分野別
リポジトリ

海外の
研究データ
公開基盤DOI ORCIDデータ検索基盤

by

直結

アクセスコントロール

実験データ
収集装置

解析⽤
計算機

データ管理基盤

次期

識別⼦が繋ぐ
知識ベース



本⽇の内容
•識別⼦とは︖
• DOIについて
• JPCOARスキーマにおける識別⼦
•著者名を⽰す識別⼦
•所属機関を⽰す識別⼦
•その他の識別⼦



識別⼦（Identifier）とは︖
•「何かを識別/同定/特定するもの」
•⽇本語で使われる「ID」のこととして理解されることが多いが、
意味的にずれることもある。
•「⼦」は拡張⼦、演算⼦、遺伝⼦などと同様の⽇本語の使い⽅
と推測される。

•現実世界における例︓
• 名前、電話番号、住所、社員番号、ISBN、図書番号・・・

→合理的な管理、迅速で正確な区別のため。

•情報学的な分野での例︓
• URL/URI、IPアドレス、ユーザアカウント、各種ID・・・

→上記に加え、デジタルリソースの効率利⽤、
機械的処理のための情報の構造化のため。
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学術情報を取り巻く近年の状況
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•学術情報の膨⼤化
※学術情報＝学術論⽂・学術図書・学術データなど

•学際研究の重要性 （専⾨分野以外の情報へのアクセス）

• コロナ禍も、医薬系だけでなく社会学、情報学等多⾓的な分野の知識を出し合って・・・

•研究のグローバル化 （インターネット経由での海外からのアクセス）

Axelsson E. et. al.  "The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet"
Nature. 2013 Mar 21;495(7441):360-4. doi: 10.1038/nature11837.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23354050

例）イヌとオオカミの遺伝情報解析
Supplementaryとして
12個体分のSRA Data

198.3GB

https://www.rois.ac.jp/sympo/2017/
⽚岡⿓峰、オーロラと⼈間社会の過去・現在・未来
https://www.rois.ac.jp/sympo/2017/pdf/presen_aurora_180226.pdf



学術情報を取り巻く近年の状況
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正確で合理的な知識発⾒のため、より構造的で
⼀般化された学術情報の管理が必要。

学術情報への「適切な識別⼦の付与」が必要。
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最も有名な学術情報識別⼦＝DOI

• DOI︓Digital Object Identifier
•デジタル情報に対するグローバルかつ永続的な識別⼦
• DOIの記述例）10.1587/bplus.9.70
•アクセス例）https://doi.org/10.1587/bplus.9.70
•おもに学術論⽂から普及
•引⽤・参照を容易にするため
•公開⽤のURLは変わりうる

•本質的にはURLリダイレクタ＋メタデータ
• https://www.jstage.jst.go.jp/article/bplus/9/2/9_70/_article/-char/ja/
•出版者が管理し続ける必要あり

•他の学術⽂献、史料等にも展開



⽇本国内におけるDOIの登録
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DOI財団

波羅仁ら, 2020, 情報の科学と技術 70 巻8 号，428〜431, DOI とJaLC の活動について” より抜粋し編集

全世界で2.2億件のコンテンツにDOIが付与、⽇本からは600万件（2020年3⽉）

⽇本唯⼀の登録機関

JST, NIMS, NII, NDL
が共同運営

49機関
2,257機関



CiNii Researchにおける識別⼦
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CiNii Researchより https://cir.nii.ac.jp/ja/crid/1390001204497605376

CiNii Research独⾃のID

NII論⽂ID（CiNii ArticlesのID）

DOI



CiNii Research内部データの統合化
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※テスト運⽤中



JPCOARスキーマをベースとした
検索フィールド定義の設定
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https://schema.irdb.nii.ac.jp/

メタデータの標準化
国際的な相互運⽤性の向上



JPCOARスキーマ
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復習

瀬川結美（2020）、“学術コミュニケーション技術セミナーA-2. リポジトリ周辺技術解説(1)”より抜粋



JPCOARスキーマの要素情報の記述
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復習

瀬川結美（2020）、“学術コミュニケーション技術セミナーA-2. リポジトリ周辺技術解説(1)”より抜粋



JPCOARスキーマに記述される識別⼦
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復習

瀬川結美（2020）、“学術コミュニケーション技術セミナーA-2. リポジトリ周辺技術解説(1)”より抜粋し編集

作成者（creator）として、ORCID IDが0000-0004-0005-0006の、
⽥中太郎さんを、JPCOARスキーマを利⽤して記述する場合の例



JPCOARスキーマにおける識別⼦
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•タイトル
•その他のタイトル
•作成者
•寄与者
•アクセス権
•APC
•権利情報
•権利者情報
•主題
•内容記述
•出版者
•⽇付
•⾔語
•資源タイプ
•バージョン情報
•出版タイプ
•識別⼦
•ID登録
•関連情報

•時間的範囲
•位置情報
•助成情報
•収録物識別⼦
•収録物名
•巻
•号
•ページ数
•開始ページ
•終了ページ
•学位授与番号
•学位名
•学位授与年⽉⽇
•学位授与機関
•会議記述
•ファイル情報

→「識別⼦」が記⼊
可能なフィールドを
含む項⽬。

主に「⼈物」、「機関」、
「学術リソース」に付与
する識別⼦が⼊⼒可能。

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



個⼈を⽰す識別⼦
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復習

瀬川結美（2020）、“学術コミュニケーション技術セミナーA-2. リポジトリ周辺技術解説(1)”より抜粋し編集

※科研費申請で使う研究者番号

※検索サイトKAKENのシステム⽤内部ID

※科研費申請で使う機関番号



e-Rad︓electronic - Research and Development

• 2008年に運⽤開始した、府省共通研究開発管理システム
•科研費などの研究助成申請の統⼀プラットフォーム
• researchmap (NII開発・JST運⽤)と連携し、公募申請時に反映可
•研究者番号は旧科研費研究者番号を引き継ぐ8桁の数字
•研究機関コードは10桁
• 2013年時点で55万⼈の研究者登録*1

20

科学技術政策担当⼤⾂等政務三役と総合科学技
術・イノベーション会議有識者議員との会合
https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20191
010/siryo1.pdf より抜粋

*1: https://www.jst.go.jp/pr/info/info930/index.html

https://www.e-rad.go.jp/about.html より抜粋



ORCID: Open Researcher & Contributor ID

• 2010年8⽉に発⾜した団体（ORCID, Inc.）が管理
• 世界で1000万⼈が登録
• 多くの国際誌で投稿時のORCID⼊⼒が推奨もしくは義務化（英王⽴協会、

IEEE、⽶化学会、英化学会、Wiley、SpringerNature、PLOS、Scienceなど）
• 研究助成機関でも助成⾦申請時のORCIDを推奨もしくは義務化（Austria, 

Portugal, Qatar, South Africa, Sweden, UK, US, WHOなど）
• 業績は利⽤者⾃⾝が登録できる他、機関認証を経て機関に編集権限を与
えることが可能。

→所属機関、研究助成機関、DOI付与機関からの業績の⾃動更新の仕組み。
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ISNI: International Standard Name Identifier

• 2011年に公開された、ISNI-IAが管理する国際標準識別⼦
•研究者、発明者、作家など、創造的な作品の作成者（個⼈及び組
織）を対象とする。
• 2016年2⽉時点で255万件の研究者、53万件の組織が登録。
• 54のソースからデータを集約
• 16桁の数字で表現されるID
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参考︓https://current.ndl.go.jp/e1773

トップページか
らの検索結果
（https://isni.org/

page/search-
database/）



VIAF: Virtual International Authority File

• 2002年から開始したバーチャル国際典拠ファイルのプロジェクト
• OCLC、⽶国議会図書館（LC）、ドイツ図書館の3者による典拠
ファイルの標⽬形（著者名、タイトル、件名）を相互にリンク
•現在は、30カ国の機関が加⼊。国⽴国会図書館、NIIも参加。

23
※VIAF guideline: https://www.oclc.org/content/dam/oclc/viaf/VIAF%20Guidelines.pdf
参考︓ https://current.ndl.go.jp/ca1521

http://viaf.org/か
ら検索
http://viaf.org/から
の検索結果



所属機関を⽰す識別⼦
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復習

瀬川結美（2020）、“学術コミュニケーション技術セミナーA-2. リポジトリ周辺技術解説(1)”より抜粋し編集



kakenhi (科学研究費助成事業に係る機関番号)

• 科研費応募の際に利⽤される機関番号
• 1943件の研究機関
• 5桁の数字
• リストは、https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/topkakenhi

/codelist-ka.html に。
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Ringgold

• Ringgold社から提供
• 2005年からデータベース公開
•全ての国における学会、企業、病院、政府機関など50万以上の
組織を登録
•データベースを利⽤するには契約必要
•⽇本では2009年に紀伊國屋書店がEBSCOがアグリゲータとして
販売する学術機関識別システムを導⼊している*1。
• ORCIDなどのオープン識別⼦とデータ交換

26

*1: https://jipsti.jst.go.jp/johokanri/sti_updates/?id=2229

Ringgold IDデータのサンプル (https://www.ringgold.com/identify-sample/)



GRID: Global Research Identifier Database

• Digital Science社が運営する学術研究に関連する組織のデータ
ベース
• 2015年開始。
• 9万8000件の登録がある。
•無料でCC-0のデータがダウンロード可能

27

データの例
https://www.grid.a
c/institutes/grid.25
0343.3



ROR: Research Organization Registry

• 2018年開始。
•「オープンに利⽤可能」、「メタデータ記述が標準的」、「持
続的に運営可能」、「運⽤プロセスが透明」、「研究成果のリ
ンクに必要な機能を備えている」、ということを全て満たす組
織IDがこれまで無かったため、新たに考案されたID。
• 9万8000件のIDが登録されている。
• 2020年現在、JPCOARスキーマの登録対象ではないが、Ringgold、

GRIDとの連携もあり有望。

28

データの例
https://ror.org/04ks
d4g47



結局どのIDを使うか︖
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2020年9⽉のFORCE11*1のレポート*2では、オープンデータ
のエコシステムのために、5つの恒久的IDの利⽤を
推奨する、とのこと。

*1: FAIR原則を創出した情報のオープン化を推進する国際団体
*2: https://doi.org/10.29242/report.effectivedatapractices2020.
*3: Elsevier社が内部が内部⽤に作成したデータにCrossrefがDOIを割り当て、記述された研究助成機関に登録されたID。 2万2千件以上。

識別する対象 恒久的なID

研究データ、出版物 DOI
研究者 ORCID ID
所属研究機関 ROR ID
研究助成機関 Crossref Funder Registry ID*3

研究助成、受賞 Crossref Grant ID

これらのIDはグローバルに利⽤できるオープンな情報だが、
⽇本の研究者・研究機関に関する情報登録はまだ少ない。

→分野や国ごとの適切な使い分け

JPCOARスキーマでも採⽤



その他の識別⼦︓コンパクトID
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⽣命科学のデータ（遺伝⼦など）の情報は、古くから公開する
体制が整っており、既に⼤量の情報が公開されているが、
「リポジトリごとの独⾃のID」で登録する伝統になっている。

NCBI GenBank

遺伝⼦配列
6986億件

2020年10⽉時点、
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/statistics/

NCBI Pubmed

⽣命系論⽂情報
3000万件

2020年12⽉時点、
https://www.nlm.nih.gov/bsd/licensee/2020
_stats/2020_LO.html

・改めて新しいDOIに登録し直すコストが莫⼤。
・既に世界中に2000件以上のリポジトリ*1が公開されており、
統⼀的な基準を作るのが困難。
・DOIは既存のIDと別物になる*2ので不便。

*1: Marshall E. "Biomedicine. NIH seeks better database for genetic diagnosis."   Science. 2013 Oct 4;342(6154):27. doi: 10.1126/science.342.6154.27. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24092711
*2:元々、PubMed IDが32141569で登録しているものをDOIに登録し直すと、10.26355/eurrev_202002_20378. というIDが付与されたりして、既存のPubMed IDと全く関係ないID記述になる。

Accession 
number (ID)

PubMed ID / 
PMID



その他の識別⼦︓コンパクトID
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既存リポジトリID
を活⽤しつつ、
⽣命医薬データを
統⼀的に解決する
「コンパクトID」
Scientific Data 2018年5⽉
https://doi.org/10.1038/sdata.2018.29

欧州のidentifiers.orgと、⽶国n2t.netが、
DOIとは別のID標準化と、リダイレクタ設置。

https://identifiers.org/ncbi/pubmed:32141569
コンパクトIDproviderresolver

・リダイレクトの例

（identifiers.orgかn2t.net） (既存の様々なリポジトリや機関が、
ProviderとコンパクトIDのPrefixを登録)

providerと
コンパクトID
のPrefixを登録
すれば、既存の
IDを⽣かして
使える。



その他の識別⼦︓コンパクトID
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767件のPrefix中に、⽇本からの登録は40件。
※Prefixのリスト＝https://n2t.net/e/cdl_ebi_prefixes.yaml

- namespace: doi
title: Digital Object Identifier homepage: 
https://www.doi.org/

しかもDOIのIDも解決できる。

- namespace: jcggdb
title: JCGGDB at Advanced Science Institute (Japan)
homepage: http://jcggdb.jp/index_en.html

- namespace: jcm
title: JCM at RIKEN BioResource Center
homepage: http://www.jcm.riken.go.jp/

- namespace: jcsd
title: Japan Chemical Substance Dictionary
homepage: http://jglobal.jst.go.jp/en/

- namespace: oryzabase.gene
title: Oryzabase v4 Gene at National Institute of Genetics (Japan)
homepage: http://www.shigen.nig.ac.jp/rice/oryzabaseV4/

- namespace: oryzabase.mutant
title: Oryzabase v4 Mutant at National Institute of Genetics (Japan)
homepage: http://www.shigen.nig.ac.jp/rice/oryzabaseV4/

- namespace: oryzabase.stage
title: Oryzabase v4 Stage at National Institute of Genetics (Japan)
homepage: http://www.shigen.nig.ac.jp/rice/oryzabaseV4/

- namespace: oryzabase.strain
title: Oryzabase v4 Strain at National Institute of Genetics (Japan)
homepage: http://www.shigen.nig.ac.jp/rice/oryzabaseV4/

- namespace: pdb
provider: pdbj
title: Protein Data Bank Japan (PDBj)
homepage: http://www.pdbj.org/

- namespace: massbank
title: MassBank in Japan
homepage: http://www.massbank.jp

識別⼦の決定版になるか︖



識別⼦の標準化
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他にも永続的な識別⼦の候補として、
• ARKs（Archival Resource Keys）2018年〜
• PURL（Persistent URL）2007年〜、※⽇本ではpurl.jpが活動中。
• URN（Uniform Resource Name）1994年〜
• XRI（Extensible Resource Identifier）2003年〜
等があり、選択肢が存在する。

https://www.rd-alliance.org/plenaries/rda-16th-
plenary-meeting-costa-rica-virtual/pidinst-
deliverables-and-wg%E2%80%99s-call-adoptions

識別⼦の標準化に関する議論は、RDA（Research 
Data Alliance）などの国際会議で継続されている。



まとめ
• 識別⼦とは →何かを識別/同定/特定するもの
• DOI →最も有名な学術情報識別⼦
• JPCOARスキーマにおける識別⼦

→CiNiiでも利⽤。⽇本の学術情報記述⽅式の⼀つの標準
• 著者名を⽰す識別⼦ →e-Rad, ORCID, ISNI, VIAF
• 所属機関を⽰す識別⼦ →kakenhi, Ringgold, GRID, ROR
• その他の識別⼦ →コンパクトID
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学術情報の記述において、識別⼦は重要度を増している。
どの識別⼦の標準が最も適切かの判断はまだ議論途上。

→今後も動向を注視しつつ、分野や国ごとに
適切な識別⼦を選択していくのがベスト



演習

• 以下のDOIは何の情報を⽰すでしょうか︖
doi:10.17591/55838dbd6c0ad

•興味がある学術機関を⼀つ選び、組織IDを確認してみましょう
科研費機関番号, GRID, RORのIDを調べてみましょう。
例）東京⼤学︓

• 興味がある研究者・開発者を選び、⼈名IDを確認してみましょう
ORCID, ISNI, VIAFの公式サイトで検索してみましょう。
例）⼩柴昌俊︓
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演習（解答）

• 以下のDOIは何の情報を⽰すでしょうか︖
doi:10.17591/55838dbd6c0ad

https://doi.org/10.17591/55838dbd6c0ad にアクセス。研究データ（Mesospheric wind velocity data 

(30min. mean) observed with MF radar at Poker Flat, Alaska）のメタ情報ページ。これは2015年に
⽇本で初めてデータに付与されたDOIとのこと。（参考︓http://wdc2.kugi.kyoto-u.ac.jp/openscws

/ws1ppt/OSDWS1_Nose_20150917.pdf）

•興味がある学術機関を⼀つ選び、組織IDを確認してみましょう
科研費機関番号, GRID, RORのIDを調べてみましょう。
例）東京⼤学︓
科研費機関番号︓12601, GRID︓ grid.26999.3d, ROR︓https://ror.org/057zh3y96

• 興味がある研究者・開発者を選び、⼈名IDを確認してみましょう
ORCID, ISNI, VIAFのそれぞれの公式サイトで検索してみましょう。
例）⼩柴昌俊︓

ORCID:無し, ISNI: 0000 0000 8350 1759, VIAF: 2160812
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参考資料
•情報の科学と技術 70巻（2020年）5号〜（連載中）
「連載︓情報科学技術に関する識別⼦」
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jkg/-char/ja

• Japan Open Science Summit 2018
「D3 研究における永続的識別⼦の現状と将来」
http://joss.rcos.nii.ac.jp/2018/session/0618/?id=se_91

•中島律⼦、カレントアウェアネス NO.344（2020.6）
「組織IDの動向-RORを中⼼に」
https://current.ndl.go.jp/ca1976
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ご清聴ありがとうございました︕


