
One-stop service: Submission of publication info. ≫ Long-term preservation in NIMS eSciDoc ≫ Export/API support in various formats.
• Making a single workflow for each scientist is important. We are developing this workflow with coordination among several internal databases such as Evaluation database, Personnel

database, and IT databases. The workflow allows researchers to submit items of journal papers and presentation files, to store them as the repository material, and to make them visible in
researcher portfolio as an official record.

• This service targets all kinds of researchers, engineers and other employees at NIMS.
• The service allows users to set an access policy for each item at their choice: 1) publicly accessible, 2) accessible only within NIMS, and 3) private access.
 It is possible to submit an item with a temporal restriction on access.

• A prototype collection for scanned print materials is currently under consideration. Scanning ≫ OCR ≫ Indexing of metadata and fulltext ≫ Sharing with colleagues.

Researcher Portfolio and Institutional Repository:  Mapping of authors and researchers IDs

NIMS eSciDoc Project
National Institute for Materials Science (NIMS), located in Tsukuba, is Japan’s leading research institute specializing in materials science. NIMS
conducts basic research and development of materials science, and advances the level of expertise in the field. NIMS is exploring a digital library
project that allows researchers 1) to deposit various research results, 2) to disseminate their activities, 3) to communicate with other researchers,
and 4) to effectively use their data as an official researcher portfolio and a project website. The scope of this project covers not only a repository
function for the storage of publications as a final output from research activities, but also value-added functions, such as search engines which use
semantics from research data and visualization of the research field itself. Through these features, we provide research community with more
innovative environment ― an e-Science infrastructure.

An integrated approach to Researcher Portfolio and
Institutional Repository in NIMS eSciDoc

Masao Takaku and Mikiko Tanifuji,  National Institute for Materials Science

Please feel free to contact us, if you are interested in shared platform as the next generation of research repository, eSciDoc.

共同研究やeSciDocプラットフォームへの参画にご関心のある機関はご連絡下さい．

Contact: Scientific Information Office, National Institute for Materials Science: Tel. 029-859-2494    E-mail: kagaku@ml.nims.go.jp
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Major features: Repository ≫ Promotion of research outcomes ≫ API & Exports

Publication Manager (PubMan) Version control

Version control: revisions of publication and 
relationships between materials can be stored.

Usage tracking

Users can track an usage of their items, by visitor
country, referrer, keywords, and other conditions.

Flexible export (IR→CoNE→CMS) Researcher portfolio (NIMS Web)

Research data (FACES)

Experimental data can be
deposited and searchable in a
native metadata schema.

http://eSciDoc.jp …eSciDoc platform in Japan

A testbed platform for research projects as research 
collections across institutions and countries. 
Development team:
National Institute for Materials Science, Japan: Mikiko Tanifuji, Masao Takaku
Max Planck Digital Library, Germany: Malte Dreyer, Ulla Tschida, et al.
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ワンストップサービス：業績の申請登録から >> NIMSライブラリ保存 >> 多様な形式や外部データベース書き出しまで．

• 発表論文や学会発表，書籍執筆など，研究業績として申請するNIMS内部の業務データベースと，研究情報資源（ライブラリー）としての保存，そしてホームページや外部データベース等への書き出し

までを，一つのワークフローに載せることを目指しています．

• 材料研究に関する動向や政策，あるいは外部資金やベンチマーキングなど研究環境をとりまく資料の保存・共有・発信に役立てることが目的です．

• ．

• 登録する人は，研究職・エンジニア職・事務職など職種を問わず機関に所属する職員を対象

• ライブラリー登録時に①一般公開，②機関内共有，③個人限定を設定可能．（エンバーゴによる公開期限設定も可能）

• 従来に紙媒体で保存してきた図書資料について，選択的に電子化（スキャン－OCR－メタデータ＋全文インデキシング）し，共有化することを予定しています．

研究者総覧を軸とした機関リポジトリの展開 : 論文著者IDと研究者IDのマッピング

NIMS eSciDoc Project
独立行政法人 物質・材料研究機構（つくば市）は日本の材料研究の中核的機関として，包括的な研究情報資源として，また研究者自らの成果発信を可能と

する流通基盤として，デジタルライブラリーシステムの開発を進めています．（１）多種類の成果を包括的に保存，（２）発信と利用状況の把握，（３）機関研究

者の総覧としての書き出しや，研究グループWebあるいは研究プロジェクトの成果Webとしての書き出しを可能とするシステムです．

研究成果の最終形である論文や特許などの公刊物を出版社に代わって保存するリポジトリ機能ではなく，それら公刊物を関連成果物が補完し，研究領域全

体の情報をつなぐことで，成果が体系的に見えること，それがイノベーションにつながるきっかけとなりうるようなe-Science環境・・・が究極の目標です．

NIMS eSciDocにおける研究者総覧サービスと

機関リポジトリの統合的展開
高久雅生, 谷藤幹子 （物質・材料研究機構）

共同研究やeSciDocプラットフォームへの参画にご関心のある機関はご連絡下さい．

連絡先: 物質・材料研究機構 科学情報室 Tel. 029-859-2494 E-mail: kagaku@ml.nims.go.jp
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外部研究者DBや
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として書き出し

その他の機能 >> 研究者自身による保存から発信，機関の研究者総覧から外部データベース連携まで

研究成果の保存（文書系） 保存した成果の履歴管理

発表成果の版管理や，翻訳版との関連づけ機能等

によって成果の全体系を一覧することができます

初期版を登録

ページ番号を確定

公開日を確定

ハンドアウト登録

保存した成果の発信追跡

アイテム単位・研究者単位・機関単位で，誰がど

こから何を閲覧したかなどを見ることができます

発信の柔軟性（DL→CoNE→Blog） 研究者総覧（内部DB→DL→Web）

研究成果の保存（画像系）

実験データのメタデータスキーマ
の設定，検索が可能です

http://eSciDoc.jp ・・日本のプラットフォーム

研究プロジェクトや研究領域単位のライブラリコレクションを

自在に立ち上げるニーズに応えた試みです．

開発チーム

物質・材料研究機構 科学情報室, 谷藤幹子・高久雅生

Max Planck Digital Library, Malte Dreyer, Ulla Tschida, ほか

公開
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