
平成 27年 3月 9日 
教 員 各 位 

     情報基盤統括室長   
大谷 清 

 
T2R2における研究者情報データの確認並びに登録・更新について（依頼） 

 
このたび、本学研究者情報データ（研究者の学歴等）の充実、情報発信の強化、並びに独立行政法人

科学技術振興機構が運用する researchmap（http://researchmap.jp/）におけるデータ項目変更への対応
を目的として、本学研究者情報データの蓄積・管理を行っている研究者情報管理システムのバージョン

アップ及び東京工業大学リサーチリポジトリ（以下、「T2R2」という。）の機能強化を行いました。 
これに伴い、T2R2から登録・編集することができる研究者情報データの項目が追加・変更されました。 
つきましては、下記のとおり、追加・変更された項目のデータのご確認、新規データのご登録、及び

既存データの最新情報への更新をお願いいたします。 
 

記 
 
1. 変更点 
変更された主な項目は以下のとおりです。詳しくは別紙 1をご覧ください。 
・「ORCID ID」・・・「氏名・連絡先」に追加 
・「出身大学院等」、「出身学校」・・・「学歴」に統合 
・「委員歴、役員歴」、「所属学会役職」・・・「委員歴」に統合 

 
2. 登録・更新手順 

3 月 17 日（火）以降、東工大ポータルにログインした後、T2R2 へアクセスし、T2R2 の「登録」
から登録・更新する項目を選んでください。登録・更新されたデータは、以下の確認用ページで確

認できます。登録・更新手順の詳細は、別紙 2をご覧ください。 
・確認用ページ http://172.20.23.22/titech-ss/search.act （学内からのみアクセス可能） 
 
なお、更新の有無に関わらず、「情報公開選択－本学 HP からの公開：公開する」として登録され
ているデータはすべて、以下の公開日から東京工業大学 STARサーチ（以下、「STAR Search」と
いう。）上で公開されます。（注 1） 
・STAR Searchでの公開開始日：平成 27年 4月 1日（水） 
 
注1． 公開開始日まで、STAR Search（http://search.star.titech.ac.jp/titech-ss/search.act）上で表示され

るデータは登録・更新前のものとなります。 
 

3. researchmapへのデータ提供 
登録・更新されたデータのうち、「researchmap への情報提供：提供」を選択されたものは、
researchmapに提供いたします。（注２）提供時期等の詳細は別途、改めてお知らせします。 
 
注2． researchmapへの提供を希望しない場合は、「非提供」をお選びください。 

提供は希望するが公開は希望しない、或いは researchmapに登録された研究者にのみ公開したい場
合は、「提供（非公開）」、「提供（研究者のみ公開）」をお選びください。 
 

4. 本件問合せ先 
研究推進部 情報図書館課 電子図書館グループ 
E-mail：librasys@libra.titech.ac.jp  内線：3223 

 
 

以上 

http://researchmap.jp/
http://172.20.23.22/titech-ss/search.act
http://search.star.titech.ac.jp/titech-ss/search.act
mailto:librasys@libra.titech.ac.jp


T2R2並びに研究者情報管理システムにおける項目変更 別紙1
研究者情報管理システムのデータ項目の登録・編集は、すべてT2R2上から行います。

追加 名称変更 その他

ペンネーム→通称等の別名
E-mailアドレス2→その他のメールアドレス

主たる所属・職名 項目分割
学内兼務職 項目分割
プロフィール 追加

職歴 経歴 就任期間：日にち 職歴→経歴
団体区分 委員歴/役員歴→委員歴
所属期間：月日
特記事項

研究経歴
学校の種類
入学年月日：日にち
卒業/終了年月日：日にち
タイトル 種別→学内種類
受賞者（グループ） 主催・認定団体名→授与機関

受賞区分　＊2
受賞学術賞、特別学会員・フェロー等認定名
→賞名

受賞国
受賞年月日：日にち

所属学会 所属学会　＊1 所属学協会 所属学会→所属学協会 役職は委員歴/役員歴と統合
検索用研究分野　＊3 追加 トムソンロイター研究分野は廃止
研究キーワード 表示順 研究分野を表すキーワード→研究キーワード

研究テーマ 研究テーマ 研究テーマ 研究期間：日にち
関連URLの登録 関連URLの登録

情報公開可否選択
外部への情報公開、ReaD研究者調査への情報提
供・公開

本学ホームページからの情
報公開選択、reserchmapへ
の情報提供選択

外部への情報公開→本学ホームページからの
情報公開選択
ReaD研究者調査への情報提供・公開→
researchmapへの情報提供選択

代表著書選択 代表著書選択
代表論文選択 代表論文選択
代表特許選択 代表特許選択

新規登録ウィザード
論文・著書
特許
研究ハイライト

共同・受託研究実績 共同・受託研究実績
メッセージ 研究テーマ→共同・受託研究希望テーマ

研究実施形態→共同・受託研究希望種別
提供可能な資源
FD受講実績 FD受講実績
会議参加実績 会議参加実績

活動期間：日にち 社会活動→社会貢献活動
役割　＊5 種別→学内分類　＊4
主催者・発行元 役割→役割（フリー入力）　＊5
イベント・番組・新聞雑誌名 内容・備考→概要
場所・掲載箇所
URL
種別　＊4
対象

発表者 学内種類→作品分類
開始年月日、終了年月日を「発表期間」に
統合

URL 研究業績名→作品名
備考・概要→発表内容

その他 その他 追加
海外研究活動歴
使用する外国語

＊1.所属学会の役職は委員歴/役員歴に統合されます。既存データは、所属学会＝団体名、役職名＝委員名として移行されます。
＊2.受賞区分は現行の種別と選択肢が異なるため、現行の種別は「学内種類」として移行されます。
＊3.本学ウェブサイトの研究ページで公開するための分野です。
＊4.社会活動-種別は現行の種別と選択肢が異なるため、現行の種別は「学内分類」として移行されます。
＊5.社会活動-役割は選択肢となり、現行と異なるため、現行の役割は「役割（フリー入力）」として移行されます。

共同研究等希望テーマ

所属学会－役職と統合

ORCID ID、携帯メールアドレス

出身大学院等、出身学校 学歴

その他活動業績

共同研究等希望テーマ、提供可能な資源
共同・受託研究希望テーマ

社会活動 社会活動 社会貢献活動

芸術系の活動・フィールドワーク等 芸術系の活動・フィールドワーク等

海外研究活動状況、使用する外国語

専門分野登録
トムソンロイター研究分野、科研費分野、研究分野を
表すキーワード

変更なし

芸術活動、建築作品等

変更点等

プロフィール

個人情報、写真 氏名等、所属機関等

氏名・連絡先

職歴、委員歴/役員歴、研究経歴

受賞学術賞 受賞学術賞 受賞

大項目 T2R2メニュー 現在の項目 新項目

委員歴/役員歴 委員歴

学歴

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

1
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フリーテキスト





別紙２ 

研究者関連情報の登録・更新方法について 
 

１.東工大ポータルにログイン     
 
 
  
 
 

２.メニューの「東工大リサーチリポジトリ（T2R2）」へ 

ログイン後、左サイドの「Tool Box」にある「登録」メニューから登録・更新
する項目を選択する。 

（画面例） 
【氏名・連絡先－ORCID ID】  【委員歴】 

【画面例：学歴】 

３.登録・更新 

４.確認 
 登録・更新したデータは、3月 17日（火）以降、以下の確認用ページ上で確認できます。なお、確認
用ページは学内からのみアクセス可能です。 

 ＊3月 16日（火）まで、研究者情報管理システムのバージョンアップのため、データの登録・更新は行えません。 

  STAR Search確認用ページ  http://172.20.23.22/titech-ss/search.act 
 
 ＊「情報公開選択－本学 HPからの公開」で「公開する」を選択した学歴、所属学会役職等の研究者情報データは、 
平成 27年 4月 1日（水）から、STAR Search（http://search.star.titech.ac.jp/titech-ss/search.act）で公開されます。 

 

http://172.20.23.22/titech-ss/search.act
http://search.star.titech.ac.jp/titech-ss/search.act


平成 27年 3月 9日 
教 員 各 位 

大学情報活用センター長 
横田 治夫 

 

ORCID ID の入力に関する補足 
 
今回依頼の「T2R2における研究者情報データの確認並びに登録・更新について」におけ

る ORCID ID の入力について補足させて頂きます。 
平成 27年 2月 24日の研究戦略推進センター長名の文書「ResearcherID、ORCID IDの

登録について」での依頼に基づき取得された ORCID ID 情報につきましては、研究戦略推
進センターで取りまとめた後 T2R2 に入力致しますので、報告頂いた皆様におかれまして
は再入力頂く必要がありません。なお、取りまとめの時間等の関係上、入力の時期は遅く

なる可能性があることを了承ください。 
ResearcherID はトムソンロイター社が、ORCID ID は国際的非営利組織である 

ORCID (Open Research and Contributor Identifier) が発行する ID で、取得することに
より研究者に固有の識別子が与えられ、論文データにおける同姓同名の問題を解決すると

同時に、個人の業績情報を個々に管理できるようになります。特に ORCID は、外部のシ
ステムとの連携機能を持ち、ResearcherIDや他のシステムで管理する業績リストで業績に
ID が付されているものについては重複を除去して相互にやり取りができるようになってい
ます。T2R2 でも、ORCID に登録された業績リストを T2R2 に取り込む機能を平成 27
年度中に実現することを計画しています。これにより、東工大の研究者の皆様の登録作業

の労力が少しでも削減されることを目指しています。 
T2R2 は、ORCID等の外部団体による業績リスト管理とは異なり、本学としての研究業

績の収集と外部発信を対象としています。例えば学外者が本学研究者の業績を調べる場合

に、本学のウェブサイトを経由するなどして、直接 T2R2 にアクセス、あるいは東京工業
大学 STAR サーチで検索することで、論文情報だけでない他の情報とも関連させて提供す
ることができます。あるいは、東工大の組織や役職あるいは研究分野等にも対応した検索

機能も持ち、東工大の研究を積極的に発信していこうというものです。 
世界最高の理工系総合大学にむけてアピールするためにも、是非ご協力をお願い申し上

げます。 
 

 
以上 
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March 9, 2015 
Kiyoshi Otani, Office Head, Information Infrastructure Management Office 

 
To: All faculties                                               
 
Request for registration, update, and confirmation of your information in 'Education and Research 

Information data' on T2R2 
 
We recently have updated our 'Education and Research Information Database' that stores and 
manages data of researchers in Tokyo Tech and have also enhanced the function of our institutional 
repository T2R2. This renewal aims for more detailed data on researchers in Tokyo Tech (their 
academic background etc.), enhancing dissemination of the information, and better coping with the 
alteration in the data items of researchmap (http://researchmap.jp/?lang=english) which Japan 
Science and Technology Agency operates. 
Along with its update, a number of data items in ' Education and Research Information Database' 
which can be registered and edited from T2R2 has been added and renewed. 
 
Please check those added/renewed items and update/enter new data you may have. 
 
================== 
1. Renewed data items are as follows:   
  -ORCID ID added to 'Name and Contact details' 
  -'Academic background' instead of 'Educational background' and 'Academic background (school)’ 
  -'Committee Career' instead of 'Career (Committee and Board Member)'and 'Official Positon title' 
 
2. How to update/enter: 
  (1)Log in Tokyo Tech Portal and access to T2R2 any time after Tuesday, March 17th. 
  (2)Choose registration/renewal on T2R2's registration page and newly register or update. 
    The data you entered can be checked on the following confirmation page. 
      Confirmation page: http://172.20.23.20/titech-ss/lang.act?forward=search.act&lang=en& 
      *Accessible on campus only 
 

*Please note that all data with marked 'yes' on 'Privacy settings' are to be disclosed on Tokyo Tech 
STAR Search from April 1st, 2015 regardless of your updates of academic data. 
 
3. Other notes: 
(1)About the data offerable to 'researchmap': 

We will send any data marked 'offerable' picked from all registered data to 'researchmap'.  
  And we will let them know the date of the disclosure and other details later. 
(2)About search, registration and editing on T2R2: 

http://researchmap.jp/?lang=english
http://172.20.23.20/titech-ss/lang.act?forward=search.act&lang=en&


  Services for new registration and re-editing on data of a researcher are not available until March 
16th, 2015, except that other existent research achievement including publications and patents can 
be added and edited as usual. All registered data can be searched as usual. 
(3) About search, registration and editing on STAR Search: 
  Services for new registration and re-editing via 'STAR Search' page are suspended until March 
16th, 2015. 
  However, registered data can be searched and displayed via STAR Search. Other information can 
be registered and edited as usual but not reflected in the search results.   

Please note that information provided by STAR Search is unprocessed during March 17th through 
March 31st, 2015. 
 
4. For inquiry: 
   Digital Library Group, Library Division, Research Promotion Department 

e-mail:librasys@libra.titech.ac.jp 
Phone: Ext. 3223 

mailto:librasys@libra.titech.ac.jp



