
orcid.org 10

Why ORCID membership?

University Library

Funder
s

Faculty Profiles
Researcher

Publishers

研究者自身がORCID識別子を取得、
ORCIDメンバー加入機関に電子許諾を与えることにより、
各機関はORCIDレコードを読み書きできるようになります。

入力負担の軽減と即時アップデート



ORCID mandates & recommendations
• すでに4カ国で、国レベルでのORCID導入が進んでい

ます。
• Finland: National recommendation 2015
• Australia: National recommendation 2015
• Sweden:  National recommendation 2013
• UK:  National recommendation 2013, pilot 2014, consortium 

2015

• それ以外の国々でも、研究助成機関によるORCID義
務化、大学コンソーシアムの立ち上げなどが急速に進
んでいます。
• Austria: Funder requirement 2016
• Denmark:   University launch 2014
• Spain: Launched 2 consortia in 2014
• Portugal:   Funder requirement 2013 
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Crossref（出版物）とDataCite（研究データ）は、DOI発行の際にORCIDがメタ
データに含まれていれば、それを自動的にORCIDレジストリに登録します。

Metadata auto-updates

http://blog.orcid.org/blog/2015/10/26/auto-update-has-arrived-orcid-records-move-next-level
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ORCID members in Asia

Current ORCID members
in East & Southeast Asia

China 3
Hong Kong 6
Taiwan 5
Japan 5
Korea 2
Malaysia 1
India 1
Sri Lanka 1



日本でのORCID活動状況
• ORCIDボードメンバー1名、ORCIDアンバサダー2名、アウトリー

チ委員会メンバー1名

• JST、NIIに加えて2企業が2013年よりORCIDメンバーシップを取得

• 2014年11月にORCIDアウトリーチミーティングを開催（@NII、約
100名来場）

• 2015年7月にフルタイムスタッフが着任

• 2015年9月にNIMSが新ORCIDメンバーとして加入、その他、大学
・研究機関より個別問い合わせあり（2015年11月現在4件）

• 学協会から学会誌へのORCID導入について個別問い合わせ、勉
強会の実施など
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日本でのORCID実装状況
• 研究者リゾルバー：研究者がORCIDよりiDを取得後、マニュアル

操作により自身のプロフィールにリンク付け（電子認証なし）

• Researchmap:著者プロフィールにORCID iDのマニュアル入力、お
よびORCIDから書誌事項のマニュアルダウンロードが可能（電子
認証なし）

• J-Stage：2015年末より著者のORCID iD表示を可能とする（出版社
により別途ORCID iDの取り込み、メタデータへの入力が必要）

• JaLC：ORCIDへの自動DOI反映について、現在のところ未定

• Ninja：NIMSの研究者プロフィールシステムおよび機関リポジトリイ

ンターフェースとして電子認証を介したパイロット実装完了済み（
2016年度に本格稼働予定）

orcid.org 15

http://rns.nii.ac.jp/ja
http://researchmap.jp/?lang=japanese
https://www.jstage.jst.go.jp/browse
https://japanlinkcenter.org/top/


参考資料
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HORIZON 2020

Where possible, it is also recommended that
contributors be uniquely identifiable, and data
uniquely attributable, through identifiers which
are persistent, non-proprietary, open and
interoperable (e.g. through leveraging existing
sustainable initiatives such as ORCID for
contributor identifiers and DataCite for data

identifiers).

“ ”

Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in 
Horizon 2020 Version 1.0 11 December 2013 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_
pilot/h2020- hi-oa-pilot-guide_en.pdf



THOR

• THOR：Horizon 2020施策の中に位置付けられ、10機関が参加し
て30ヶ月に渡り施行される国際プロジェクト

• 様々な学術プラットフォーム上で、研究論文やデータとその作成
者を、デジタル識別子を用いてシームレスに結びつけることを目
的とする。

• プロジェクト資金はECにより助成され、ここにはフルタイムの
THOR専属ORCIDスタッフの雇用が含まれる。
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Technical and Human infrastructure for Open 
Research

http://project-thor.eu/
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A future information landscape

… a researcher only has to enter minimal information
about funding source (funder and reference) and their
ORCID at the submission stage. The publisher then
registers a digital object identifier (DOI) at or soon after
acceptance which follows through to the publication with
all the machine readable licensing information. The details
of the article then appear in the researchers ORCID profile
(via CrossRef). At this stage the information can be
populated in a number places such as both university
systems.... This reduces the need for duplicate entry of
information at any stage and to reduce the administrative
burden that institutions currently face.

“ ”

Overview of Systems Interoperability Project: Report to the RCUK Research 
Funding Programme Board 17 June 2015 
http://www.rcuk.ac.uk/RCUK-prod/assets/documents/publications/osipreport.pdf



Cost merits
• E1687 - ORCID導入のコストと利点とは？英国の試行プロジェクト
http://current.ndl.go.jp/e1687

• ORCIDとは，世界中の研究者に一意な識別子を与えることを目
指す試みであり，ORCID識別子を導入することで，著者等の名前
の曖昧性を解決するだけでなく，研究プロファイルのメンテナンス
，助成金申請，論文投稿，論文など，研究者と研究を関連づける
こともできる。レポートは，主なステークホルダーの視点，8機関に
おけるプロジェクトの実施概要とその結果，ORCID導入のコストと
利点の分析という3章から構成されている。

• ORCID導入は，全体として各機関やコンソーシアムのメンバーに
とっては比較的少ない費用で済み，潜在的な利点は実際にかか
る費用を超えるものと見込まれている。また，英国におけるコンソ
ーシアム形成は，機関ごとのORCID導入コストを下げるので，積
極的に推進すべきであるとされている。
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Institutional ORCID Implementation and CostBenefit Analysis Report. May 2015
http://repository.jisc.ac.uk/6025/2/Jisc-ARMA-ORCID_final_report.pdf

http://current.ndl.go.jp/e1687
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ORCID for journal publishing
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ORCID in submission process
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ORCID in peer review process
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ORCID @ Wellcome Trust

Add your ORCID 
identifier during the grant 

application process

Wellcome Trustは
助成金の申請シス
テム上でORCID 
iDの入力を求めて
います。
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ORCID @ Web of Science


