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平成 26 年 9 月 10 日
ジャパンリンクセンター運営委員会

本要領では、
「研究データへの DOI 登録実験プロジェクト」
（以下、
「本プロジェクト」
という。
）への参加機関を公募するにあたり、本公募の目的、本プロジェクトの内容、公
募概要、応募方法等について規定します。

1. 本公募の目的
ジャパンリンクセンター （JaLC） において「研究データへの DOI 登録実験プロジェク
ト」を実施するにあたり、参加機関を公募により募集します。JaLC がこれまで DOI 登録
を行ってきた論文に比べて、研究データの内容・形態は様々であり、広く参加機関を募る
ことで多様な研究データに対する DOI 登録の実験が可能になることを期待しています。

2. 本プロジェクトの内容
本プロジェクトの内容
2.1. 概要
JaLC1) 新システム（平成 26 年 12 月リリース予定）では、DOI2) を登録できる対象コン
テンツを、これまでのジャーナル論文に加えて、ジャーナル、予稿集、研究報告書、書籍、
研究データ、大学コース(e-learning) へと拡大します3)。
このうち、研究データへの DOI 登録に関しては、世界的にみても未だ様々な課題の検討
が進められている段階であり、十分なノウハウ等が確立されているとは言い難い状況です。
そのため、JaLC において研究データへの DOI 登録を開始するのに先立ち、研究データ
への DOI 登録に特有の課題抽出とその解決、運用方法の確立、DOI の活用方法などの検討
を実験プロジェクトとして行い、我が国における研究データへの DOI 登録の仕組みを参加
機関とともに新たに構築します。
2.2. プロジェクト実施期間
平成 26 年 10 月～平成 27 年 9 月

JaLC は日本の学術コンテンツに DOI を登録し、コンテンツの所在情報 (URL) 等とともに管理します。また、その
運営は科学技術振興機構 (JST)、物質・材料研究機構 (NIMS) 、国立情報学研究所 (NII) 、国立国会図書館 (NDL) が
担っています。詳細は JaLC Web サイト（http://japanlinkcenter.org/）にて「JaLC について」を参照してください。
2) DOI (Digital Object Identifier）は、論文などのコンテンツを示す識別子です。
3) 平成25年度ジャパンリンクセンター運営委員会（第1回）
（平成25年5月8日開催）にて決定しました。
1)
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2.3. 本プロジェクト参加機関が行うこと
本プロジェクト参加機関が行うことを表 1 に示します。
表 1. 本プロジェクト参加機関が行うこと
項番

項目

内容

①

方式検討

研究データに対する DOI 登録の方式を検討します。

②

DOI 登録テスト

JaLC へのデータ登録、更新、削除等のテストを実施しま
す。
※DOI 登録テストの開始前に、JaLC への入会の意思があ
ることを参加機関代表者名の文書にて提出いただきます。

③

実 DOI 登録

JaLC へのデータ登録を開始します。
※参加機関は原則として研究データに対する DOI 登録を行
います。ただし、必須ではありません。

④

報告

平成 27 年 4 月までにプロジェクトの中間報告を、またプ
ロジェクト終了時にプロジェクト報告書のとりまとめを
行います。

2.4. 費用
・ 本プロジェクトに係る活動で参加機関側に発生する費用は参加機関の負担とします。
・ JaLC 非会員が本プロジェクトに参加する場合、JaLC 年会費等の会費の負担はありま
せん。
・ JaLC 会員が本プロジェクトに参加する場合、本プロジェクトに係る活動に由来する研
究データへの DOI 登録件数は、JaLC 年会費算出の根拠から除外されます。
2.5. 計画書
本プロジェクトの実施体制、参加機関などについては、
「研究データへの DOI 登録実験プ
ロジェクト計画書」
（別紙 1）に示します。

3. 公募概要
公募概要
3.1.
3.1. 公募期間
公募期間
平成 26 年 9 月 10 日（水）9 時 00 分 ～ 平成 26 年 9 月 30 日（火）16 時 00 分
3.2.
3.2. 応募者の要件
応募者は次の①および②を満たすものとします。
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① 研究データに対する DOI 登録を希望し、本プロジェクトの検討に積極的に参加
していただける機関
② 現時点での JaLC 会員もしくは本プロジェクト終了後に JaLC 会員となる意思を
有しジャパンリンクセンター参加規約4) 第 3 条 1 項各号に掲げる JaLC 会員の資
格を満たす機関

（参考）ジャパンリンクセンター参加規第 3 条 1 項の各号
(1) 日本国内の法人又は団体であること
(2) JaLC の目的及び事業を理解し賛同すること
(3) 以下のいずれかの一に該当すること。又はジャパンリンクセンター運営委員会
（以下「委員会」という。
）が特別に認めた場合
① コンテンツを発行又は提供していること
② コンテンツに関する何らかの電子サービスを行っていること

（本プロジェクト実施期間中に必ずしも JaLC 会員となる必要はありません。
なお、
ここでいう「JaLC 会員」とは JaLC 正会員または準会員を指します。
また、JaLC 会員でない場合、本プロジェクト実施期間中 DOI 登録テスト開始前
に JaLC への入会の意思があることを参加機関代表者名の文書にて提出いただきま
す。
）
3.3
3.3 採択予定機関数
採択予定機関数
10 機関程度
3.4
3.4 選考
(1) 選考方法
参加申込書に基づき、ジャパンリンクセンター運営委員会（委員長：武田英明 国立情
報学研究所 教授）が選考を行います。
(2) 選考基準
「3.2. 応募者の要件」を満たしているかどうかを判断します。ただし、応募機関数が
多いときは、DOI を登録するデータの分野、データ種類、登録件数、実施体制、登録し
た DOI の活用方法などから本プロジェクトにおける検討に資すると判断できる機関か
ら順に採択します。
(3) 採否の通知
選考結果は 10 月初旬頃に応募担当者宛にメールで通知します。また、採択された機関
を JaLC Web サイトに掲載します。
4)

JaLC Web サイト (http://japanlinkcenter.org/) にて「利用案内」を参照してください。
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4. 応募方法
応募方法
4.1.
4.1. 参加申込書の作成
所定の様式「研究データへの DOI 登録実験プロジェクト参加申込書」
（別紙 2）に、次の
各項目に定める内容を記載してください。
① 応募者基本情報
応募する機関の基本情報を記載してください。
② 責任者
本応募の責任者について記載してください。応募内容の確認、採否の通知は本欄に記
載の連絡先に行います。
③ 参加要件
「3.2. 応募者の要件」について記載してください。
④ 実施内容
応募時点で想定できる実施内容（① DOI 登録するデータの分野、データ種類、登録件
数、② 登録した DOI の活用方法）を記載してください。
⑤ 実施体制
想定している実施体制を記載してください。責任者の役割、プロフィール、主なメン
バーを体制図にまとめてください。下位団体5) を有する場合には下位団体についても体
制図に記載してください。
※ 本件様式「研究データへの DOI 登録実験プロジェクト参加申込書」は、JaLC web サイ
ト (http://japanlinkcenter.org/) からダウンロードできます。
4.2.
4.2. お問合せ
本公募に関するお問合せ等は、原則としてメールによりお受けいたします。また、選考
の経過についての問い合わせには一切応じられませんので、予めご了承ください。
＜お問合せ先＞

送信先：jalc
jalcjalc-contact@jst.go.jp
独立行政法人科学技術振興機構（JST）知識基盤情報部
（JaLC 事務局）
〒102-8666
東京都千代田区四番町 5-3 サイエンスプラザ

参加機関は、いくつかの機関を取り纏めて JaLC に DOI を登録することができます。このように取り纏め機関を経由
して DOI 登録を受ける機関を「下位団体」といい、取り纏め機関のことを「上位団体」といいます（ジャパンリンク
センター参加規約第9条第1項）。

5)
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4.3 参加申込書の提出
参加申込書の提出
次の宛先に、件名を『
「研究データへの DOI 登録実験プロジェクト参加申込書」送付』と
してお送りください。
＜参加申込書

送信先：jalc
jalcjalc-contact@jst.go.jp

提出先＞
件名：
「研究データへの DOI 登録実験プロジェクト参加申込書」送付

＜応募締切日時＞
平成 26 年 9 月 30 日（火
日（火）16 時 00 分【厳守】

※ 事務局がメールを受信しましたら、受領確認のご返信メールを差し
上げます。送付の翌営業日内に受領の返信メールがない場合には、下
記宛てに電話にてお問い合わせをお願いします。
独立行政法人科学技術振興機構（JST）知識基盤情報部
（JaLC 事務局）
Tel. 03-5214-8471
（電話受付：10:00～12:00・13:00～17:00／土日祝除く）
― 以 上 ―
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