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本日の内容

2

http://www.jisc.ac.uk/blog/storing-and-sharing-research-data-after-the
-space-race-25-feb-2015

• 研究データのメタデータ

• メタデータ（機関リポジトリ）
の相互運用性



研究データのメタデータ

• 研究分野ごとに様々なメタデ
ータスキーマが存在

• 最初から様々なメタデータに
対応することは難しい

• まずは特定の分野に依存しな
い一般的なメタデータから

• 加えて、研究データにDOIを
付与できるように http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards

http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards


研究データにDOIを付与するには

• IRDB経由でJapanLinkCenterに研
究データのメタデータを提出

• 必要なメタデータ項目は？
• 現在のjunii2で対応可能か？

junii2の修正等、対応方法を検討

https://japanlinkcenter.org/top/doc/JaLC_tech_rd_guideline_ja.pdf

https://japanlinkcenter.org/top/doc/JaLC_tech_rd_guideline_ja.pdf


必須メタデータ

• JaLCのメタデータはDataCiteに準拠
• DateCiteの主目的は引用、必須項目は引用に必要な項目中心

• これだけでいいなら、現junii2でも対応可能

JaLC DataCite

DOI （＋URL） Identifier

title Title

creator (first_name) Creator

publication_date PublicationYear

publisher Publisher



オプションメタデータ（DataCite)

• データに関する記述を充実さ
せて、検索性・アクセス性・
相互運用性を高める。

• 特に注目すべき項目としては
Fund情報
contributorの種類
所属情報



○ 助成情報

※ DataCiteでは助成をcontributor（寄与者）の一つとして捉えている。
※ junii2はfundのための項目を追加する必要がある。

○ 作成者レベルで研究助成の成果を収集できるように

メタデータの充実化

項 目 JaLC DataCite

助成機関名 funder_name contributorType=“Funder”
contributorName

助成機関ID
funder_identifier
type

nameIdentifier
nameIdentifierSchema
schemaURI

助成番号 award_number



○ 助成情報の入力例

※ 一部項目を簡略化

科研費の場合 助成団体名 ＝ JSPS （or MEXT?）
助成団体URI ＝ 10.13039/501100001691
助成番号 ＝ 12345678(8桁の課題番号）

JaLC

<fund>
<funder_name lang=“言語”>助成団体名</funder_name>
<funder_identifier type=“FundRef”>助成団体URI</funder_identifier> 
<award_number>助成番号</award_number>

</fund>

DataCite

<contributor contributorType=“Funder”>
<contributorName> 助成団体名</contributorName>
<nameIdentifier schemaURI=“スキーマURI” 
nameIdentifierSchema=“スキーマ名”>助成URI</nameIdentifier>

</contributor>



○ 所属情報

○ 所属情報の入力例

※一部項目を簡略化
※ junii2では所属のための項目を追加する必要がある

項 目 JaLC DataCite
所属機関名 affiliation_name affiliation

JaLC

<creator>
<names>

<last_name>姓</last_name><first_name>名</first_name></names>
<affiliation>

<affiliation_name>所属機関名</affiliation_name></affiliation>
<researcher_id><id_code type=“種類”>著者ＩＤ</id_code></researcher_id>

</creator>

DataCite

<creator>
<creatorName>姓, 名</creatorName>
<nameIdentifier schemaURI=“スキーマＵＲＩ”
nameIdentifierSchema=“スキーマ名”>著者ＩＤ</nameIdentifier>

<affiliation>所属機関名</affiliation>
</creator>



○ 位置情報

○ 位置情報の入力例

※一部項目を簡略化
※junii2のspatialを修正する必要あり。

項 目 JaLC DataCite
位置情報 （点） geolocation_point geoLocationPoint
位置情報 （面） geolocation_box geoLocationBox

位置情報（テキスト） geolocation_place geoLocationPlace

JaLC
<geoLocationPoint>経度 緯度</geoLocationPoint>
<geoLocationBox>経度 緯度 経度 緯度</geoLocationBox>

※各ペアをスペースで区切って入力
面指定は、南西と北東の点を指定

DataCite <geoLocationPoint>経度 緯度</geoLocationPoint>
<geoLocationBox>経度 緯度 経度 緯度</geoLocationBox>



属性の追加
属性 DataCite

Contributor type
・DataCollecor
・DataCurator
・DataManager

date type

・Available
・Collected
・Created
・Issued

resource_type

・AudioVisual ・Sound
・Dataset ・Text
・Image
・Software

※ それぞれ主なものをピックアップ

○ junii2では寄与者や日付の属性を細かく指定できない。
NIItypeは”Data or Dataset”と大まかに指定。



junii2修正の主なポイント

junii2の既存の項目の修正、新しい項目の追加が必要。

- fund情報 <fund> 追加 (or 修正)

- 寄与者の役割 <contributor type> 追加

- 寄与者（著者）の所属 <contributor affiliation> 追加

- データの遷移に関る日付 <date type> 追加

- データ種類の細かい指定 <NIItype> 修正

- データの空間的範囲 <spatial> 修正

- データのバージョン管理 <version> 追加

研究データ以外の観点からもjunii2の修正が必要に
今後は、メタデータワーキンググループで詳細を検討



オープンサイエンス時代の相互運用性に向けて

• 今後の検討事項
- 各種メタデータスキーマとの整合性

OpenAIRE
RIOXX

- 各種識別子への対応
DOI
ORCID（著者ID）
ISNI（機関Id等）
FundRef（助成機関ID）

- 寄与者の役割

THORプロジェクト
識別子を活用して論文、データ、研究者、研究機関情報を結びつける試み
https://project-thor.eu/

ISNIの活用に関する報告
ISNIの利用が進むことで組織レベルで助成成果や研究成果の集約が容易に
http://www.oclc.org/research/publications/2016/
oclcresearch-organizational-identifiers-and-isni-2016.html

CRediTプロジェクト
研究活動に参加した人の役割を明確にし、適切な評価につなげる試み
http://casrai.org/credit

https://project-thor.eu/
http://www.oclc.org/research/publications/2016/oclcresearch-organizational-identifiers-and-isni-2016.html
http://www.oclc.org/research/publications/2016/oclcresearch-organizational-identifiers-and-isni-2016.html
http://casrai.org/credit
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