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2012年2月14日 
ワークショップ「研究者と論文とを結びつけるために～研究者IDサミット2～」 



NIMS研究者総覧 

文書系 
PubMan 

画像系 
Imeji 

研究者 

一体的な相互連携・相互リンクからセルフアピールまで 

セルフアーカイブ 

研究情報発信 
プラットフォーム 
（CMS） 

アクセス統計 
可視化 
サービス 

機関リポジトリNIMS eSciDocの全体像 

論文別刷 

書籍原稿 

装置マニュアル 

参考文献 

報告書等 

実験写真 

アウト
リーチ 
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ResearcherID 

Web of Science 

職員コア
DB 

研究発表
許可願 
システム 

所内研究職員の 
網羅的な情報 
（随時更新） 

所内研究職員に 
よる研究発表情報 
（随時更新） 

所内の 
職員コアDB・

研究発表許
可願システム 
と連携 

研究者総覧 
SAMURAI 

機関リポジトリ 
NIMS eSciDoc 

社会への発信 
窓口 

NII研究者リゾルバ / KAKEN 

ReaD&Researchmap 

CiNii 
Articles 

Google etc. 
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研究者総覧SAMURAI 

• どんな研究員がいる
か、その情報を公開し
て、ひろく共同研究相
手を探したりなどして
もらうための公開サー
ビス 

• 2010年10月にサービ
ス開始 

• 約500名の常勤研究
職員を対象 

• 外部サービスの連携
等、機能を独自開発 

http://samurai.nims.go.jp 
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SAMURAIにおける研究者情報 

• 基本情報 
– (職員番号)、氏名、所属、職位 

• 連絡先 
– 住所、メールアドレス、電話番号 
– ホームページ 

• 研究紹介 
– 研究概要、キーワード、画像・キャプションの紹介、冊子
版研究紹介（PDF） 

– 受賞歴、所属学会 

• 研究業績 
– 論文、書籍、プロシーディングス、口頭発表、特許 
– （本文PDF、DOI） 

• 外部参照 
– ホームページ、機関リポジトリ（論文リスト、ポートフォリ
オ）、JST ReaD、NII研究者リゾルバー、ResearcherID.com、
Google Scholar 5 
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凡例： 
1. 職員コアDB 
2. 研究者自身による編集 
3. 研究業績DB 

4. 外部連携リンク（一括登
録管理を含む） 

1 

3 

2 
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NIMSデジタルライブラリー 
 （NIMS eSciDoc） 

総務課 IT室 人事課 

データ入力/業務利用 

研究職員 

NIMS所内業務 
システム 

評価室 

NIMS公式
ホーム
ページ 研究者ポートフォリオ 

発表文献情報 
（PubMan） 

評価 / 業務 

研究者総覧サービス 
におけるデータフロー 

② DOI情報追加 

② キーワード（分野情報）
の追加 

研究者総覧サービス 
（samurai.nims.go.jp） 

③ DLデータ出力 
（業績情報＋研究者情報） 

C. 論文本文
アップロード
＋論文情報
編集 

所内情報統合DB 

④ DL情報取り込み 

B. 確認＋研究紹
介情報の編集 

A. データ
入力 

⑤ データ公開・相互リンク 

特許データ 
（XML, SGML） 

①名寄せ、データ統合 
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SAMURAI：職員番号著者の関連付け 

• 人事データベースにおける職員番号を活用 

–業績評価データベースの各著者に対応する職員
番号と照合 

 職員：職員番号を使って、研究者を同定 
外部著者：申請表記をそのまま登録 
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研究者自身による編集： 
自分自身のプロフィール、写真や研究紹介
などはいつでも編集して更新できる。 



SAMURAIにおける研究者ID 

• 職員番号 （内部連携用） 

– SAMURAI URI （外部公開用） 

– メールアドレス （内部連携・外部サービス連携） 

– NIMS内部認証用ID （内部連携用） 

• すべて対として同定可能な識別子 

• 外部サービス連携においては、これらのIDとの関
係を1対1で記録 
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SAMURAIにおける外部サービス連携 

National Institute for Materials 
Science 

NIMS eSciDoc内のポートフォリオ 
JST ReaD 
KAKEN / NII研究者リゾルバ 
Researcher ID 
Google Scholar 



SAMURAIにおける外部サービス連携 
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目的 

セルフアーカイブ（研究者・図書
館） 

WoK著者ID（被引用数集計の正
確性向上）、グローバル対応 

科研費、和文論文ナビゲーション 

国内研究者DB 

• 自機関運用： 

–研究者総覧SAMURAI 

–機関リポジトリNIMS eSciDoc 
(PubMan) 

• 外部サービス連携 

– ResearcherID.com（トムソンロイ
ター） 

–研究者リゾルバー（NII） 

– ReaD&Researchmap（JST/NII） 

機関による更新性、正確性を担
保する研究者プロファイル 



SAMURAIにおける外部サービス連携(2) 
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ID登録の自動化 

OK! 

OK! 

テスト試行中! 

テスト試行中! 

• 自機関運用： 

–研究者総覧SAMURAI 

–機関リポジトリNIMS eSciDoc 
(PubMan) 

• 外部サービス連携 

– ResearcherID.com（トムソンロイ
ター） 

–研究者リゾルバー（NII） 

– ReaD&Researchmap（JST/NII） 
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SAMURAI管理者用：外部

連携サービス用のエクス
ポート出力機能を準備 
PubMan 
ReaD 
NII RNS 
ResearcherID 



研究者ID連携(1)： 
機関リポジトリNIMS eSciDoc (PubMan) 
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• 典拠管理CoNE （Control of Named Entities） 

– PubManにおいて、言語、ジャーナル、著者IDなど、

様々なデータ形式に対する典拠管理を行うモ
ジュール 

– RDF storeによる柔軟なAPI 

• 出力形式: RDF/XML, JSON, HTML, etc. 

–著者情報入力時の自動補完も実現 

• 研究者ポートフォリオ（CoNE-Persons） 

–機関リポジトリ内における研究者情報の統合管理 
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著者情報入力欄での自動補完 
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自動補完から選択すると著者氏
名、所属情報が転記され、それぞ
れの著者IDページ（ポートフォリ

オ）、所属ページへのリンクが張
られる 
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PubMan (CoNE)における研究者ID 
• SAMURAI側にCoNE-IDのマッピングを保持 

• RDFエクスポート出力 (cone.rdf) 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8“?> 
<rdf:RDF> 
<rdf:Description rdf:about="http://pubman.mpdl.mpg.de/cone/persons/resource/persons1008”> 
  <eterms:position> 
    <rdf:Description> 
      <dc:identifier>escidoc:24034</dc:identifier> 
      <eprints:affiliatedInstitution xml:lang="ja">物質・材料研究機構 先端フォトニクス材料ユニット 応用フォ
トニック材料グループ</eprints:affiliatedInstitution> 
      <eprints:affiliatedInstitution xml:lang="en">Applied Photonic Materials Group, Photonic Materials Unit, 
National Institute for Materials Science</eprints:affiliatedInstitution> 
      <eterms:position-name xml:lang="ja">主幹研究員</eterms:position-name> 
      <eterms:position-name xml:lang="en">Principal Researcher</eterms:position-name> 
    </rdf:Description> 
  </eterms:position> 
  <foaf:depiction>http://samurai.nims.go.jp/images/TODOROKI_Shin-ichi_portrait-s.jpg</foaf:depiction> 
  <dc:title xml:lang="en">TODOROKI, Shin-ichi</dc:title> 
  <dc:title xml:lang="ja">轟 眞市</dc:title> 
  <foaf:family_name xml:lang="en">TODOROKI</foaf:family_name> 
  <foaf:family_name xml:lang="ja">轟</foaf:family_name> 
  <foaf:givenname xml:lang="en">Shin-ichi</foaf:givenname> 
  <foaf:givenname xml:lang="ja">眞市</foaf:givenname> 
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cone:persons1008 

eterms: 
position 

物質・材料研究機構 先端
フォトニクス材料ユニット 応
用フォトニック材料グループ 

escidoc:24034 dc:identifier 

eprints: 
affiliatedInstitution 

http://samurai.nims.go.jp/images/TODOROKI_Shin-ichi_portrait-s.jpg 

foaf:depicts 

轟 眞市 

dc:title 

轟 

foaf:family_name 

眞市 

foaf:givenname 

http://samurai.nims.go.jp/TODOROKI_Shin-ichi-j.html 

foaf:homepage 

NIMS Samurai website 

dc:description 

rdf:value 

応用光学 
量子光工学 
無機材料 
物性 

dc:subject 

TODOROKI.Shin-ichi @nims.go.jp 



• 2008年にトムソン・ロイター社が開始 
– 研究者の個人プロフィール / 業績情報の共有サイト 

– 業績一覧ポータルサイトとして、研究者自身の編集によるプ
ロモーション 

• XML（プロフィール、論文業績）による一括アップロード 
– SAMURAI側でトムソンロイター社が規定するXMLアップロード
形式を出力 

– 機関管理者が所属研究者分をまとめてアップロード 

– 研究者同定：メールアドレスベース 
• アカウント登録者：既登録者にマッチしたら、職員情報として登録 

• アカウント未登録者：メールアドレスを使って登録 

• SAMURAI側で登録研究者ID（ResearcherID）を保持 
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研究者ID連携(2)： 
ResearcherID.com 



22 



<profileUpload> 

<sponsor> 

  <name>National Institute for Materials 
Science</name> 

<email-append-note-content>This is a test of 
uploading researcher profile for ResearchID 
service operated by NIMS Scientific 
Information Office. If you have any questions, 
please contact at kagaku@ml.nims.go.jp 
(M.Takaku and M.Tanifuji)</email-append-
note-content> 

</sponsor> 

<profileList> 

<default-institution-name>National Institute for 
Materials Science</default-institution-
name> 

<researcher-profile> 

<firstName>Shin-ichi</firstName> 

<lastName>TODOROKI</lastName> 

<email>TODOROKI.Shin-ichi@nims.go.jp</email> 

<other-names> 

<other-name>轟 眞市</other-name> 

</other-names> 

<researcher-urls> 

<url>http://samurai.nims.go.jp/TODOROKI_Shin-
ichi-e.html</url> 

<url>http://www.geocities.jp/tokyo_1406/node1.
html</url> 

<url>http://www.youtube.com/profile_videos?us
er=Tokyo1406</url> 

</researcher-urls> 

<keywords> 

<keyword>Glass</keyword> 

<keyword>Optical Fiber</keyword> 

<keyword>Optical Waveguide</keyword> 

</keywords> 

<institution> 

<address> 

<addressLine1>1-1 Namiki</addressLine1> 

<city>Tsukuba</city> 

<state-or-province>Ibaraki</state-or-province> 

<country>Japan</country> 

<postalcode>3050044</postalcode> 

</address> 

<departmentName>Applied Photonic Materials 
Group, Photonic Materials Unit, Advanced 
Key Technologies 
Division</departmentName> 

<employeeID>TODOROKI_Shinichi</employeeID> 

<role>Researcher (Academic)</role> 

</institution> 

</researcher-profile> 
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• NIIが提供する研究者DB（リゾルバ） 

–各種サイトへのリンク提携 

• KAKEN, CiNii, J-GLOBAL, ReaD&Researchmap 

• Google, Webcat-plus等 

– API提供 

• ResearcherID準拠のアップロードXML形式 

–マッピング＋テスト中… 

• SAMURAI側で研究者リゾルバーIDを保持 
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研究者ID連携(3)：NII研究者リゾルバ 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<profileUpload> 

<sponsor> 

<name xml:lang="en">National Institute for Materials 
Science</name> 

<name xml:lang="ja" yomi="ブッシツ・ザイリョウケンキュウキコ
ウ">物質・材料研究機構</name> 

</sponsor> 

<profileList> 

<default-institution-id>1082108</default-institution-id> 

<default-institution-name xml:lang="en">National Institute for 
Materials Science</default-institution-name> 

<default-institution-name xml:lang=“ja” yomi=“ブッシツ・ザイ
リョウケンキュウキコウ”>物質・材料研究機構</default-
institution-name> 

<researcher-profile> 

<firstName xml:lang="en">Shin-ichi</firstName> 

<firstName xml:lang="ja" yomi="シンイチ">眞市</firstName> 

<lastName xml:lang="en">TODOROKI</lastName> 

<lastName xml:lang="ja" yomi="トドロキ">轟</lastName> 

<email>TODOROKI.Shin-ichi@nims.go.jp</email> 

<researcher-id-list> 

<researcher-id type="kakenhi">40343876</researcher-id> 

<researcher-id type="rid">A-9922-2008</researcher-id> 

<researcher-id type="nr">1000040343876</researcher-id> 

</researcher-id-list> 

<researcher-urls> 

<url>http://www.geocities.jp/tokyo_1406/node1.html</url> 

<url>http://www.youtube.com/profile_videos?user=Tokyo1406</
url> 

<url>http://www.scribd.com/document_collections/2295951</url
> 

</researcher-urls> 

<institution> 

<institution-id>1082108</institution-id> 

<address xml:lang="ja"> 

<addressLine1>並木1-1</addressLine1> 

<city>つくば市</city> 

<state-or-province>茨城県</state-or-province> 

<country>Japan</country> 

<postalcode>3050044</postalcode> 

</address> 

<department-id>ke161</department-id> 

<departmentName xml:lang="ja" group="1">先端的共通技術部
門 先端フォトニクス材料ユニット 応用フォトニック材料グ
ループ</departmentName> 

<employeeID>TODOROKI_Shin-ichi</employeeID> 

<staff-directory-uri>http://samurai.nims.go.jp/TODOROKI_Shin-
ichi-j.html</staff-directory-uri> 

<role>Researcher (Academic)</role> 

<title xml:lang="en">Principal Researcher</title> 

<title xml:lang="ja">主幹研究員</title> 

</institution> 

</researcher-profile> 
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• JST運営の研究者データベース 

–機関運営者による一括登録機能 

• アップロードXML形式 

–マッピング＋テスト中… 

• SAMURAI側でReaD IDを保持 
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研究者ID連携(4)：JST ReaD (&Researchmap) 



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<row> 

<Researcher language="JP" public="true"> 

  <UpdateDate>20120106</UpdateDate> 

  <ResearcherCd>0798268748</ResearcherCd> 

  <NameKanji>轟 眞市</NameKanji> 

  <NameKana>トドロキ シンイチ</NameKana> 

  <NameRomaji>TODOROKI, Shin-ichi</NameRomaji> 

  <Position> 

    <PositionOrganizationCd>A090000000</PositionOrganizationCd> 

    <PositionPostPub public="true"> 

      <PositionPost>先端的共通技術部門 先端フォトニクス材料ユニット 応
用フォトニック材料グループ</PositionPost> 

    </PositionPostPub> 

    <JobPub public="true"> 

      <Job> 

        <JobTitleCd>12</JobTitleCd> 

        <JobTitle>研究職</JobTitle> 

      </Job> 

    </JobPub> 

    <MainPositionOrganFlg>1</MainPositionOrganFlg> 

  </Position> 

  <AddrPub public="true"> 

    <Addr>茨城県つくば市並木1-1</Addr> 

  </AddrPub> 

  <StudyNumber>40343876</StudyNumber> 

  <BirthDayPub public="false"> 

    <BirthDay>1900</BirthDay> 

  </BirthDayPub> 

<ResearchField> 

    <ResearchFieldCd>9999</ResearchFieldCd> 

  </ResearchField> 

 <ClassKeyWordPub public="true"> 

    <ClassKeyWord>応用光学・量子光工学 無機材料・物性
</ClassKeyWord> 

  </ClassKeyWordPub> 

  <HomePagePub public="true"> 

    <HomePage> 

      
<HomePageUrl>http://www.geocities.jp/tokyo_1406/node4.html</H
omePageUrl> 

    </HomePage> 

    <HomePage> 

      <HomePageUrl>http://www.youtube.com/Tokyo1406</HomePageUrl> 

    </HomePage> 

    <HomePage> 

    
<HomePageUrl>http://www.scribd.com/document_collections/2295
935</HomePageUrl> 

    </HomePage> 

  </HomePagePub> 

  <StudyThemePub public="true"> 

    <StudyTheme> 

      <StudyThemeName /> 

      <StudyThemeKeyWord>応用光学・量子光工学 無機材料・物性
</StudyThemeKeyWord> 

      <StudyThemeSummary>高強度光を伝搬する光ファイバにおける損傷
現象の研究に従事 

      </StudyThemeSummary> 

    </StudyTheme> 

  </StudyThemePub> 

  <ArtSciencePrizePub public="true"> 

    <ArtSciencePrize> 

      <ArtSciencePrizeName>日本セラミックス協会進歩賞(1999), CSJ/ACerS
合同セラミックス賞(2002) 

      </ArtSciencePrizeName> 

    </ArtSciencePrize> 
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SAMURAIからの展開、今後 
• 付加価値型サービス、ナビゲーションの提供 

–公式サイトプレスリリースからのリンクナビゲーショ
ン、リッチスニペット、検索API提供（Opensearch） 

• さらに、今後の展開へ： 

–ガジェット提供、業績リスト出力 

–分野検索、キーワード検索、研究者検索との統合 
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まとめ 

• 機関リポジトリNIMS eSciDoc 

– CoNE（典拠管理 DB）とAPI活用による利便性向上
と相互連携 

• 研究者総覧SAMURAI 

–所内基盤DBを元にした一元管理フローの構築とア
ウトリーチ活用 

–複数の外部DBとの相互連携、相互リンク 

• ID保持とマッピング出力変換機能を通じて・・・ 
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著者IDを巡る課題あれこれ 
• 名前をめぐる課題 

– 改姓、旧姓（漢字氏名に関しては職員コアDBにおいて対応済み） 
– 通名（ペンネーム、英名、帰化姓名、よみ） 

• 戸籍名とは異なる名前を用いるケース 

• 著者名の正確性を巡って 
– CrossRef query APIにおける誤り 

• 中国人姓名の逆転 (Y. Jinhua vs J. Ye) 
• 複数著者のデータ落ち 

• 個人情報ハンドリングの相克、葛藤 
– 対象範囲、顔写真、氏名、連絡先（電話番号、メールアドレス） 

• グローバル研究者IDの活用に向けて 
– ResearcherID/ORCID ?  
– 出版社サイトへの投稿支援 
– 文献DBからの誘導 

• WoK/Scopus → ResearcherID → SAMURAI? 
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