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1. はじめに 

研究者情報システム(Tsukuba Researcher Information Online System, 以下“本システム”と記

す)は、これまでの同システムを筑波大学の第 2 期中期計画に置いて取り組む「知の集積と発信」事業

の一部として更新するにあたり、同大学附属図書館が開発した研究業績登録支援システム（ARES）

を一体的に取り込むことによって研究業績登録にあたっての研究者の負担を軽減するとともに、リポ

ジトリ等の全文情報との連携を強化して学外利用者の利便性を改善する事を目的に新たに開発した

システムです。 

ARES では、 

① 外部の文献データベース(Web of Science / CiNii)を援用して筑波大学の研究業績を一括して

登録する 

② 筑波大学に所属する研究者が①では登録されなかった研究業績を登録し、①と合わせて自身

の研究業績を管理する 

③ 研究業績管理の一環として筑波大学の機関リポジトリ「つくばリポジトリ」への本文ファイ

ル登録を研究者自身が実行する 

といった機能を実現しており、本システムはこれらの機能に、 

① 旧 TRIOS と同様の研究者情報の管理機能 

② 書誌データとして「知的財産権」および「作品」の追加 

③ 研究者総覧 

などの機能を追加し、一体的に操作可能なシステムとなっています(図 1)。 

 

図 1  TRIOS システム概念図 
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2. システムの概要 

本システムでは、メニューより「研究者情報」、「研究業績」、「教育・社会活動」、「個人設定」および

そのサブカテゴリを選択して、研究者のデータを管理します。 

2.1. アカウントの種類と権限 

本システムでは、ユーザのアカウントを以下の種類に分けて操作可能な権限を管理しています。 

管理者： 管理者権限の必要な操作と、全ての研究者への代理機能が利用可能です。 

研究者・代理人： 研究者は自身の個人情報と、業績データを操作できます。代理人は研究者によ

って指定されることで、その研究者のデータを操作できるようになります。 

職員： 本システムに登録されたデータの出力機能とサポート掲示板だけ利用可能なア

カウントです。 

本マニュアルでは、研究者・代理人と職員での操作について説明します。 

2.2. 代理人機能 

本システムで特徴的な機能として、代理人機能があります。これは、研究者本人が代理人を指定する

事により、その研究者の情報を管理する権限を特定の代理人に委譲するものです。代理人となったアカ

ウントは、自分が代理人指定された研究者アカウントへの切り替えができるようになり、その研究者と

してシステムを操作できるようになります。 

2.3. 研究者情報の管理 

研究者情報の管理機能では、研究者の基本情報、職歴、学歴、取得学位、研究分野、研究キーワード、

研究課題（競争的資金）、免許資格等、所属学協会、受賞などの、研究者の個人的な情報を管理します。

これらの情報は研究者本人ないし代理人のみが編集可能です。 

2.4. 研究業績の管理 

研究業績の管理機能では、研究者の業績を、論文、著書（全体／部分）、会議発表、知的財産権、お

よび作品等の６つの書誌種別に分けて管理する事ができます。書誌は業績とは独立したデータとして管

理され、１つの書誌データに対して複数の研究者の業績データを紐付け、共著／共同の業績を一元管理

することができます。 

また、研究業績については、研究者本人による登録の他、外部の文献 DB からの取り込みも行い、研

究者による業績登録を援助する仕組みも準備されています。その場合の業績の登録手順は、以下のよう

になります。 

1. (管理者)外部データベースから本システムへの業績データの取り込み 

業績データは、Web of Science または CiNii から取り込まれます。 

2. (管理者)取り込まれた業績データの確認 

データの重複や表記の確認を行います。管理者によって確認された業績データは、研究者から



 

8 

の確認を待つ「確認待ち」業績となります。 

3. (研究者) 

 「確認待ち」業績データの確認 

業績の内容が正しいかを、研究者自身で確認します。確認が完了した業績データは、「確認済

み」業績となります。 

 「確認済み」業績の編集 

一旦確認された業績であっても、後から修正することもできます。 

4. (研究者)「確認済み」業績データのリポジトリ登録 

システムに登録された業績データを、「つくばリポジトリ」へと登録することもできます。 

2.5. 教育・社会活動の管理 

教育・社会活動の管理機能では、研究者の担当授業科目、授業以外の教育活動、一般講演、学会委員

等の活動、学内管理運営業務およびその他の活動などに関する研究者の情報を管理します。このうち、

一般講演については会議発表の業績として扱われます。それ以外の情報については、研究者情報と同様

に研究者本人ないし代理人のみが編集可能な情報となります。 

2.6. 個人設定 

個人設定機能では、研究業績の管理 2.4 節で説明した業績データの取り込みやデータの外部出力機能

で利用される情報および設定の管理や、本システムの管理者との連絡、データの出力などを行うことが

できます。 

2.7. 研究業績のコメント機能とサポート掲示板 

ARES では研究者の個別の業績についてのコメント機能があり、研究者（代理人）と管理者の間で個

別の業績データについての議論を行う事ができていました。本システムではそれに加え、一般的なサポ

ート掲示板機能を追加し、利用者共通のサポートをこちらで行えるようになりました。 
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3. 基本操作 

3.1. ログイン 

トップページにアクセスすると、以下のようなログイン画面が表示されます。 

 

「ログイン」ボタンをクリックすると、統一認証ログインページに移動します。 

 

ここで、ユーザ名とパスワードを入力することでシステムにログインできます。 
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3.2. ログアウト 

ログイン後は画面上部右側に「ログアウト」リンクが表示されます。システムの操作を終了したいと

きにはこの「ログアウト」リンクをクリックします。 

 

3.3. 表示言語の切り替え 

画面トップに表示される言語の切り替えリンク（”English”または”日本語”）をクリックすると、シス

テムの表示言語を切り替える事ができます。 

3.4. 他の研究者の代理となる 

ログインしたアカウントが研究者の代理人である場合、機能選択メニューの研究者セレクトボックス

を使うことで、代理権限のある研究者へとアカウントを切り替えることができます。 

 

アカウントの切り替え後は、メニュー中の利用者名表示部分に代理先研究者の利用者名が表示されま

す。 

切り替え後は、代理先研究者としてシステムを利用できます。代理を中断

して元のユーザに戻る場合、メニューの上部にある、元の利用者名が書かれ

た「戻る」リンクをクリックしてください。 
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4. 研究者操作画面 

4.1. フロントページ 

ログイン直後は、フロントページ(トップページ)に移動します。フロントページでは、「確認待ち」業

績がある場合、「確認待ち」業績の一覧(6.1 参照)が表示されます。 

 

確認待ち業績がない場合、「確認済み」業績の一覧(6.2 参照)が表示されます。 
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4.2. 操作メニュー 

全てのページで操作メニューが表示されます。操作メニューからは、以下

のページに移動できます。 

 連絡事項(9.1) 

 確認待ち(6.1) 

 研究業績(6.2) 

 新規入力(6.3) 

 業績検索(6.5) 

 寄与区分設定(6.4) 

 個人設定(9.1) 

 ログアウト(3.2) 

また、「お問い合わせ」リンクから担当者にメールを送信することができ

ます。メニュー上部のセレクトボックスから、代理対象を選択することもで

きます。 
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5. 研究者情報の管理 

研究者情報メニューでは、研究者個人に関する情報を管理します。 

5.1. 研究者情報の確認 

メニューの「研究者情報」をクリックすると、研究者の登録情報が研究者総覧における表示形式で表

示されます。 

5.2. 基本情報・学外所属・研究者プロフィール 

「基本情報」をクリックすると、研究者の基本情報・学外所属・研究者プロフィールの各情報を表示、

編集できます。なお、氏名、所属、性別、生年月日、職員番号および科研費番号についてはシステム管

理者側が登録しますので、研究者が変更する事はできません。 

5.2.1. 外部公開の設定 

一部の項目には、右側に「公開」と書かれたチェックボックスがあります。ここでは、それぞれの項

目を研究者総覧で外部に公開するかどうかを指定します。 

外部に公開する項目のチェックボックスにチェックを入れて、[確定]ボタンを押すと設定された内容

が反映されます。 

5.2.2. Researchmap への提供可否および公開の設定 

名前の右にある「Researchmap に情報を提供する」チェックボックスでは、研究者情報を

Researchmap に提供するかどうかの全体的な設定を行います。こちらにチェックを入れると

Researchmap と連携可能な項目について個別に選択肢が表示されます。 

また、一部の項目では、個別に Researchmap への情報提供の可否や公開する範囲について指定可能

となっており、それらの項目には追加で選択肢が表示されます。選択肢の項目の意味は以下の通りです。 

 rm 非提供  Researchmap に情報を提供しない 

 rm 非公開  Researchmap に情報は提供するが、Researchmap 上では非公開とする 

 rm 公開   Researchmap に情報を提供し、公開する 

 rm 研究者のみ公開 

        Researchmap に情報を提供し、研究者にのみ公開する 

各項目を選択して[確定]ボタンを押すと、設定された内容が反映されます。 

5.2.3. 複数登録可能な情報 

URL、e メール、研究室、電話、Fax などの一部の情報は、各研究者ごとに複数の情報を登録する事

ができます。これらの情報は一覧形式で表示され、各項目の右側にある操作用リンクで操作します。 

編集： 内容や設定の編集を行います 

削除： データを削除します 

追加： 各情報の新規データを登録します 

整列： データが 2 つ以上登録されている場合に表示され、各データの表示順序を並べ替えます 
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5.2.3.1. データの並べ替え 

データ一覧の下にある「整列」リンクをクリックすると、一覧が再表示され、各データの左に移動用

のアイコンが表示されます。 

このアイコンにマウスカーソルを合わせて左ボタンを押し続けると、そのデータを上下に移動させる

事ができます。 

変更したい場所までデータを移動して左ボタンを離すと、順番が入れ替わります（この状態ではまだ

順番は確定していません）。 

全ての並べ替えが終わったら[確定]ボタンをクリックして、システムに登録します。[cancel]ボタンを

クリックすると、並べ替えの情報は破棄され、元の順番に戻ります。 

5.2.4. 基本情報 

5.2.4.1. 所属・職名・性別・生年月日・職員番号および科研費番号 

これらの項目はシステム管理者によって管理され、研究者や代理人の権限では編集できないようにな

っています。これらの情報の内容に誤り等がある場合は管理者に連絡して下さい。 

性別、生年月日、科研費番号については、研究者総覧で外部公開するかどうかチェックボックスで指

定できます。また、所属、職名、性別、科研費番号については個別に Researchmap への情報提供／

Researchmap 上での公開状態について指定できます。 

公開や Researchmap への情報提供について修正した後に、「その他」欄の下にある[確定]ボタンを押

すと修正内容をシステムに反映されます。 

5.2.4.2. ペンネーム 

ペンネームとして Researchmap に登録される情報を入力します。ペンネーム（英）欄は Researchmap

側に対応する項目がないため現在のところ使用されません。 

5.2.4.3. 写真 

肖像として利用したい写真をアップロードする事ができます。右にある「公開」にチェックを入れる

と研究者総覧で登録した画像が表示されるようになります。 

5.2.4.4. その他 

学外所属（全体）、取得学位（全体）および氏名（カナ）について、Researchmap への情報提供の指

定を行います。 

5.2.4.5. URL 

研究者のホームページの URL を入力します。個別に研究者総覧への公開および Researchmap への

情報提供を指定できます。Researchmap に対しては、提供される１番目のデータのみが提供され、そ

れ以外降は無視されます。 

5.2.4.6. e メール 

研究者のメールアドレスを登録します。個別に研究者総覧への公開および Researchmap への情報提
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供を指定できます。Researchmap に対しては、提供される１番目のデータが主アドレス、2 番目のデー

タがその他のアドレスとして提供され、３番目以降は無視されます。Researchmap に提供するメール

アドレスで「受信可」にチェックを入れると、Researchmap からのメール受信用アドレスとして登録

されます。 

5.2.4.7. 研究室 

研究者の研究室の情報を登録します。備考欄に入力した個別に研究者総覧への公開を指定できます。 

5.2.4.8. 電話 

研究者の連絡先電話番号を登録します。個別に研究者総覧への公開を指定できます。内容備考欄に入

力した値は研究者総覧で電話番号の右側に括弧書きで表示されます。 

5.2.4.9. Fax 

研究者の連絡先 Fax 番号を登録します。個別に研究者総覧への公開を指定できます。内容備考欄に入

力した値は研究者総覧で電話番号の右側に括弧書きで表示されます。 

5.2.5. 学外所属 

学外所属の情報は複数登録する事ができます。研究者総覧への公開は個別に指定できますが、

Researchmap 側の仕様により、情報提供の指定は個別に行えないため、5.2.4.4 節で説明したフォーム

で一括しておこない、その指定内容が一覧の上部に表示さます。 

5.2.6. 研究者プロフィール 

研究者総覧に表示されるメッセージを入力します。実際にメッセージが公開されるかどうかは、公開

チェックボックスでの指定に従います。 

5.3. 職歴・学歴・取得学位メニュー 

左メニューで職歴、学歴または取得学位をクリックすると職歴／学歴／取得学位の確認・編集画面が

表示されます。 

5.3.1. 職歴 

職歴を登録します。ここで登録した職歴情報は、研究者総覧では必ず公開となります。Researchmap

に対しては情報提供の指定を個別に行う事ができます。 

5.3.1.1. 新規登録 

一覧の下にある「追加」リンクをクリックすると、新規職歴データを登録できます。 

期間： 機関に所属していた期間を４桁の年と月をハイフン記号で結んだ形式で入力します。 

2 番目の項目の入力を省略すると、研究者総覧では「現在」と表示されます。 

機関名： 必須入力項目で、所属機関名を入力します。研究者総覧での言語選択に応じて日・英

の表示が切り替わります。 
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部署名： 所属機関の部署名を入力します。日英いずれかのみが入力されている場合、研究者総

覧では言語の選択に関係なく常にその値が表示されるようになります。 

職名： 所属機関での職名を入力します。日英いずれかのみが入力されている場合、研究者総

覧では言語の選択に関係なく常にその値が表示されるようになります。 

機関所属国： 

所属機関の国名を入力します。本項目は国名コードの連携を行うため、補完機能が有

効になっています。国名を入力していくと候補一覧が表示されますので、目的の国を

選択します。国名が正しく選択されると入力欄の右に「同定済」と表示されます。 

国名を選択せずに入力を終えると「未同定」と表示され、入力エラーとなります。 

必要な項目を入力して[確定]ボタンをクリックすると、データがシステムに登録されます。 

5.3.1.2. 編集 

各データの右にある「編集」リンクをクリックすると、データの編集用フォームが表示されます。 

修正したい箇所を修正して[確定]ボタンをクリックすると、修正内容がシステムに反映されます。

[cancel]ボタンをクリックすると、修正内容を破棄して元の一覧画面に戻ります。 

5.3.1.3. 削除 

各データの右にある「削除」リンクをクリックすると、確認画面が表示されます。 

削除してよければ[削除]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、削除をやめ

て元の一覧に戻ります。 

5.3.2. 学歴 

学歴を登録します。データ毎に研究者総覧での公開、Researchmap への提供を指定することができ

ます。 

5.3.2.1. 新規登録 

一覧の下にある「追加」リンクをクリックすると、新規学歴データを登録できます。 

期間： 機関に所属していた期間を４桁の年と月をハイフン記号で結んだ形式で入力します。 

学校名： 学校名を入力します。研究者総覧での言語選択に応じて日・英の表示が切り替わりま

すが、日英いずれかのみが入力されている場合、言語の選択に関係なく常にその値が

表示されるようになります（以下、同様）。 

学部名： 学部名を入力します。 

学科名： 学科名を入力します。 

学校所属国： 

学校の所属国名を入力します。本項目は国名コードの連携を行うため、補完機能が有

効になっています。国名を入力していくと候補一覧が表示されますので、目的の国を

選択します。国名が正しく選択されると入力欄の右に「同定済」と表示されます。 

国名を選択せずに入力を終えると「未同定」と表示され、入力エラーとなります。 

必要な項目を入力して[確定]ボタンをクリックすると、データがシステムに登録されます。 
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5.3.2.2. 編集 

各データの右にある「編集」リンクをクリックすると、データの編集用フォームが表示されます。 

修正したい箇所を修正して[確定]ボタンをクリックすると、修正内容がシステムに反映されます。

[cancel]ボタンをクリックすると、修正内容を破棄して元の一覧画面に戻ります。 

5.3.2.3. 削除 

各データの右にある「削除」リンクをクリックすると、確認画面が表示されます。 

削除してよければ[削除]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、削除をやめ

て元の一覧に戻ります。 

5.3.3. 取得学位 

取得学位を登録します。研究者総覧への公開は個別に指定できますが、Researchmap への情報提供

については、5.2.4.4 節で説明したその他の入力項目での一括指定となり、指定されている状態が一覧の

上に表示されます。 

5.3.3.1. 新規登録 

一覧の下にある「追加」リンクをクリックすると、新規取得学位データを登録できます。 

取得年月日： 学位を取得した年月を４桁の年と月をハイフン記号で結んだ形式で入力します。 

学位名： 学位名を入力します。研究者総覧での言語選択に応じて日・英の表示が切り替わりま

すが、日英いずれかのみが入力されている場合、言語の選択に関係なく常にその値が

表示されるようになります（以下、同様）。 

授与機関： 学位の授与機関名を入力します。 

機関所属国： 

授与機関の所属国名を入力します。本項目は国名コード等の利用を可能とするために、

補完機能が有効になっています。国名を入力していくと候補一覧が表示されますので、

目的の国を選択します。国名が正しく選択されると入力欄の右に「同定済」と表示さ

れます。 

国名を選択せずに入力を終えると「未同定」と表示され、入力エラーとなります。 

学位論文題目： 

業績として学位論文が登録されている場合、一覧が表示されるので、登録する学位と

学位論文の紐付けを指定します。 

必要な項目を入力して[確定]ボタンをクリックすると、データがシステムに登録されます。 

5.3.3.2. 編集 

各データの右にある「編集」リンクをクリックすると、データの編集用フォームが表示されます。 

修正したい箇所を修正して[確定]ボタンをクリックすると、修正内容がシステムに反映されます。

[cancel]ボタンをクリックすると、修正内容を破棄して元の一覧画面に戻ります。 
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5.3.3.3. 削除 

各データの右にある「削除」リンクをクリックすると、確認画面が表示されます。 

削除してよければ[削除]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、削除をやめ

て元の一覧に戻ります。 

5.4. 研究分野・研究キーワード・研究課題（競争的資金等）メニュー 

左メニューで研究分野、研究キーワードまたは研究課題（競争的資金等）をクリックすると研究分野

／研究キーワード／研究課題の確認・編集画面が表示されます。 

5.4.1. 研究分野 

日本学術振興会の「系・分野・分科・細目表」に基づく研究分野を登録します。データ毎に研究者総

覧での公開および Researchmap に対する情報提供の指定を行う事ができます。 

5.4.1.1. 新規登録 

一覧の下にある「追加」リンクをクリックすると、新規研究分野データを登録できます。入力フォー

ムは、分野、分科、細目名別の選択方式になっており、分野を選択するとその分野内の分科が選択でき

るようになり、さらに分科を選択するとその分科内の細目名が選択できるようになります。 

細目名まで選択して公開、Researchmap への情報提供を設定したら[確定]ボタンをクリックして研究

分野を登録します。[cancel]ボタンをクリックすると登録をやめて一覧に戻ります。 

5.4.1.2. 編集 

各データの右にある「編集」リンクをクリックすると、データの編集用フォームが表示されます。 

修正したい箇所を修正して[確定]ボタンをクリックすると、修正内容がシステムに反映されます。

[cancel]ボタンをクリックすると、修正内容を破棄して元の一覧画面に戻ります。 

5.4.1.3. 削除 

各データの右にある「削除」リンクをクリックすると、確認画面が表示されます。 

削除してよければ[削除]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、削除をやめ

て元の一覧に戻ります。 

5.4.2. 研究キーワード 

研究キーワードを登録します。ここで登録した情報は、研究者総覧では必ず公開となります。

Researchmap に対しては情報提供の指定を個別に行う事ができます。 

5.4.2.1. 新規登録 

一覧の下にある「追加」リンクをクリックすると、新規データを登録できます。 

キーワード： 

自由書式でキーワードを入力します。研究者総覧での言語選択に応じて日・英の表示

が切り替わりますが、各項目が空値の場合は表示されません。 
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必要な項目を入力して[確定]ボタンをクリックすると、データがシステムに登録されます。 

5.4.2.2. 編集 

各データの右にある「編集」リンクをクリックすると、データの編集用フォームが表示されます。 

修正したい箇所を修正して[確定]ボタンをクリックすると、修正内容がシステムに反映されます。

[cancel]ボタンをクリックすると、修正内容を破棄して元の一覧画面に戻ります。 

5.4.2.3. 削除 

各データの右にある「削除」リンクをクリックすると、確認画面が表示されます。 

削除してよければ[削除]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、削除をやめ

て元の一覧に戻ります。 

5.4.3. 研究課題（競争的資金等） 

研究課題を登録します。ここで登録した情報は、研究者総覧では必ず公開となります。Researchmap

に対する情報提供の指定はデータ毎に行う事ができ、指定に従って情報提供されます。 

5.4.3.1. 新規登録 

一覧の下にある「追加」リンクをクリックすると、新規データを登録できます。 

研究題目： 研究題目名を入力します。 

研究期間： 研究期間を４桁の年と月、日をハイフン記号で結んだ形式で入力します。 

URL： 研究課題に関連する Web ページの URL を入力します。 

研究代表者： 研究代表者の氏名を入力します。 

助成機関： 助成機関名を入力します。既存のデータの助成機関名を利用した補完機能があり、

助成機関名を入力していくと機関名の候補一覧が表示されます。 

一覧の中から機関名を選択すると、日英の機関名が自動的に入力されます。候補を無

視して新しい機関名を入力する事も可能です。 

制度名： 制度名を入力します。既存のデータの制度名を利用した補完機能があり、制度名を入

力していくと補完候補一覧が表示されます。 

一覧の中から制度名を選択すると、日英の制度名が自動的に入力されます。候補を無

視して新しい制度名を入力する事も可能です。 

助成番号： 科学研究費の助成番号などがある場合に入力します。 

配分総額： 研究費の配分総額を入力します。 

直接経費： 研究費の直接経費を入力します。 

間接経費： 研究費の間接経費を入力します。 

研究概要： 研究の概要を入力します。 

必要な項目を入力して[確定]ボタンをクリックすると、データがシステムに登録されます。 

5.4.3.2. 編集 

各データの右にある「編集」リンクをクリックすると、データの編集用フォームが表示されます。 

修正したい箇所を修正して[確定]ボタンをクリックすると、修正内容がシステムに反映されます。
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[cancel]ボタンをクリックすると、修正内容を破棄して元の一覧画面に戻ります。 

5.4.3.3. 削除 

各データの右にある「削除」リンクをクリックすると、確認画面が表示されます。 

削除してよければ[削除]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、削除をやめ

て元の一覧に戻ります。 

5.5. 免許資格等・所属学協会メニュー 

左メニューで免許資格等または所属学協会をクリックすると免許資格／所属学協会の確認・編集画面

が表示されます。 

5.5.1. 免許資格等 

取得している免許資格の情報を登録します。データ毎に研究者総覧での公開の指定を行う事ができま

す。 

5.5.1.1. 新規登録 

一覧の下にある「追加」リンクをクリックすると、新規研究データを登録できます。 

取得年月日：  

免許や資格の取得年月を４桁の年と月をハイフン記号で結んだ形式で入力します。 

免許資格名： 

取得した免許や資格の名称を入力します。既存のデータの免許資格名を利用した補完

機能があり、名称を入力していくと補完候補の一覧が表示されます。 

一覧の中から免許資格名を選択すると、日英の名称が自動的に入力されます。候補を

無視して新しい名称を入力する事も可能です。 

免許発行国： 

免許を取得した国名を入力します。本項目は国名コード等の利用を可能とするために、

補完機能が有効になっています。国名を入力していくと候補一覧が表示されますので、

目的の国を選択します。国名が正しく選択されると入力欄の右に「同定済」と表示さ

れます。 

国名を選択せずに入力を終えると「未同定」と表示され、入力エラーとなります。 

必要な情報を入力して[確定]ボタンをクリックすると、データが登録されます。 

5.5.1.2. 編集 

各データの右にある「編集」リンクをクリックすると、データの編集用フォームが表示されます。 

修正したい箇所を修正して[確定]ボタンをクリックすると、修正内容がシステムに反映されます。

[cancel]ボタンをクリックすると、修正内容を破棄して元の一覧画面に戻ります。 

5.5.1.3. 削除 

各データの右にある「削除」リンクをクリックすると、確認画面が表示されます。 
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削除してよければ[削除]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、削除をやめ

て元の一覧に戻ります。 

5.5.2. 所属学協会 

所属している学協会を登録します。ここで登録した情報は、研究者総覧では必ず公開となります。

Researchmap に対しては情報提供の指定を個別に行う事ができます。 

5.5.2.1. 新規登録 

一覧の下にある「追加」リンクをクリックすると、新規データを登録できます。 

期間： 学協会の所属期間を４桁の年と月をハイフン記号で結んだ形式で入力します。 

2 番目の項目の入力を省略すると、研究者総覧では「現在」と表示されます。 

学協会名： 

学協会名を入力します。既存のデータの学協会名を利用した補完機能があり、名称を

入力していくと補完候補の一覧が表示されます。 

一覧の中から学協会名を選択すると、日英の名称と学協会所属国が自動的に入力され

ます。候補を無視して新しい名称を入力する事も可能です。 

学協会所属国： 

学協会の国名を入力します。学協会名の補完機能からの入力もできますが、単体でも

国名の補完機能があります。 

必要な項目を入力して[確定]ボタンをクリックすると、データがシステムに登録されます。 

5.5.2.2. 編集 

各データの右にある「編集」リンクをクリックすると、データの編集用フォームが表示されます。 

修正したい箇所を修正して[確定]ボタンをクリックすると、修正内容がシステムに反映されます。

[cancel]ボタンをクリックすると、修正内容を破棄して元の一覧画面に戻ります。 

5.5.2.3. 削除 

各データの右にある「削除」リンクをクリックすると、確認画面が表示されます。 

削除してよければ[削除]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、削除をやめ

て元の一覧に戻ります。 

5.6. 受賞メニュー 

左メニューで受賞をクリックすると、受賞名の確認・編集画面が表示されます 

5.6.1. 受賞 

受賞情報を登録します。データ毎に研究者総覧での公開および Researchmap に対する情報提供の指

定を行う事ができます。 
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5.6.1.1. 新規登録 

一覧の下にある「追加」リンクをクリックすると、新規データを登録できます。 

取得年月日：  

受賞年月を４桁の年と月をハイフン記号で結んだ形式で入力します。 

賞名： 受賞した賞名を入力します。研究者総覧での言語選択に応じて日・英の表示が切り替

わりますが、日英いずれかのみが入力されている場合、言語の選択に関係なく常にそ

の値が表示されるようになります（以下、同様）。 

受賞理由：受賞理由を入力します。 

受賞者名：全受賞者名をセミコロン記号「;」で区切って入力します。 

受賞区分：受賞区分を選択肢から選択します。 

授与機関：賞の授与機関名を入力します。 

機関所属国： 

授与機関の所属国名を入力します。本項目は国名コード等の利用を可能とするために、

補完機能が有効になっています。国名を入力していくと候補一覧が表示されますので、

目的の国を選択します。国名が正しく選択されると入力欄の右に「同定済」と表示さ

れます。 

内容： 受賞の内容を入力します。 

必要な項目を入力して[確定]ボタンをクリックすると、データがシステムに登録されます。 

5.6.1.2. 編集 

各データの右にある「編集」リンクをクリックすると、データの編集用フォームが表示されます。 

修正したい箇所を修正して[確定]ボタンをクリックすると、修正内容がシステムに反映されます。

[cancel]ボタンをクリックすると、修正内容を破棄して元の一覧画面に戻ります。 

5.6.1.3. 削除 

各データの右にある「削除」リンクをクリックすると、確認画面が表示されます。 

削除してよければ[削除]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、削除をやめて

元の一覧に戻ります。 



 

23 

6. 研究業績の管理 

研究業績メニューでは、研究者個人の業績に関する情報を管理します。以下の操作を行えます。 

確認依頼： システム管理者が操作中の研究者の業績として登録したデータの確認を行います 

見出しの右に確認待ち状態の業績数が表示されます 

研究業績： 登録済みの研究業績の確認や修正、表示の設定などを行います 

見出しの右にその研究者の全業績数が表示されます 

新規業績の作成： 

新規に操作中の研究者の業績を登録します 

表示順の設定： 

操作中の研究者の業績の、研究者総覧での表示の制御や Researchmap への情報提

供の設定を行います 

検索： システムに登録済みの業績データの検索を行います。 

メニューの「研究業績」リンクをクリックすると、検索機能へと移動します。 

6.1. 確認依頼 

メニューの確認依頼をクリックすると、「確認待ち」画面が表示され、確認待ち状態にある研究業績

が一覧されます。 

 

一覧された業績に対しては、次の操作を行うことができます。 

① 確認：チェックを入れると、業績を「確認済み」状態に変更します。 

② 拒否：誤って自分と関係のない業績が表示された場合、ごみ箱をクリックすると業績を 
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拒否することができます。拒否された業績は灰色になり、操作の対象外となります。 

 

③ 「戻す」リンクをクリックすることで、元の状態に戻ります。 

④ 詳細の表示：「タイトル」部分をクリックすると業績の詳細画面へ移動します。 

⑤ 査読有無の設定：査読の有無を選択できます。 

⑥ 主著者の設定：一覧から主著者を選択できます。 

「送信」ボタンをクリックすると、操作が確定されます。「確認済み」または｢拒否｣となった業績は、

一覧に表示されなくなります。 

6.2. 研究業績 

メニューの研究業績をクリックすると、「研究業績」画面が表示されます。この画面では、登録され

ている業績データのダウンロードや各業績データの確認や修正ができます。 

6.2.1. 業績データのダウンロード 

研究業績が面の一番上には、業績をダウンロードするための 2 つのリンクが表示されています。 

全業績ダウンロード（CSV）： 

操作中の研究者の全業績データをカンマ区切り(CSV)のテキスト形式でダウンロードします。 

公開業績のみダウンロード： 

操作中の研究者の業績データのうち、公開となっているデータのみをカンマ区切り(CSV)の

テキスト形式でダウンロードします。 

業績データの公開、非公開の設定は表示順序設定画面で行います。 

6.2.2. 業績一覧の操作 

研究業績画面の下の部分には、業績の絞り込み用のフォームと、業績の一覧が表示されます。 

絞り込みフォーム内の業績の種別にチェックを入れて[表示]ボタンをクリックすると、選択された種

別の業績だけが下の一覧に表示されます。 

業績一覧では、見出し行の各項目をクリックすると、一覧をその項目で並び替えることができます。

また、同じ項目のクリックで、昇順と降順を切り替える事もできます。 

一覧内の各項目の標題をクリックする事で、その業績の業績詳細画面(6.2)に移動します。 

リポジトリ列に「リポジトリ登録」と表示されている業績データでは、つくばリポジトリにリポジト

リデータを登録する事ができます。 
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6.3. 新規業績の作成 

メニューの新規業績の作成をクリックすると、「新規業績の作成」画面が表示されます。ここではま

ず、作成する業績の種類を選択して業績情報を追加します。選択できる業績の種類は以下の通りです。 

① 論文 

② 著書(全体) 

③ 著書(部分) 

④ 学会発表 

⑤ 知財 

⑥ 作品等 
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6.3.1. 論文の新規作成 

論文の新規作成画面では、以下のような画面が表示されます。 

 

必要項目を入力し、[確定]ボタンをクリックすることで新しい論文情報が登録されます。新規入力画

面では、書誌情報のみ入力可能です。著者情報などは書誌情報の登録後に編集できます。 
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6.3.2. 著書(部分)の新規作成 

著書(部分)の新規作成画面では、以下のような画面が表示されます。 

 

必要項目を入力し、[確定]ボタンをクリックすることで新しい著書情報が登録されます。新規入力画

面では、書誌情報のみ入力可能です。著者情報などは書誌情報の登録後に編集できます。 
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6.3.3. 著書(全体)の新規作成 

著書(全体)の新規作成画面では、以下のような画面が表示されます。 

 

必要項目を入力し、[確定]ボタンをクリックすることで新しい著書情報が登録されます。新規入力画

面では、書誌情報のみ入力可能です。著者情報などは書誌情報の登録後に編集できます。 
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6.3.4. 学会発表の新規作成 

学会発表の新規作成画面では、以下のような画面が表示されます。 

 

必要項目を入力し、[確定]ボタンをクリックすることで新しい学会発表情報が登録されます。新規入

力画面では、書誌情報のみ入力可能です。著者情報などは書誌情報の登録後に編集できます。 
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6.3.5. 知財の新規作成 

知財の新規作成画面では、以下のような画面が表示されます。 

 

必要項目を入力し、「送信」ボタンをクリックすることで新しい学会発表情報が登録されます。新規

入力画面では、書誌情報のみ入力可能です。著者情報などは書誌情報の登録後に編集できます。 
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6.3.6. 作品等の新規作成 

作品等の新規作成画面では、以下のような画面が表示されます。 

 

必要項目を入力し、「送信」ボタンをクリックすることで新しい学会発表情報が登録されます。新規

入力画面では、書誌情報のみ入力可能です。著者情報などは書誌情報の登録後に編集できます。 
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6.4. 表示順序設定 

メニューの表示順序設定をクリックすると、「公開用業績一覧」画面が表示されます。ここでは、各

業績種別毎の表示順や研究者総覧への公開、および Researchmap への情報提供について、各業績デー

タ毎に確認、指定することができます。 

 

業績種別を変更すると、選択された種別の業績の一覧が表示されます。 

6.4.1. 業績データの並べ替え 

各業績データの左にある並べ替えアイコンにマウスカーソルを合わせて左ボタンを押し続けると、業

績データを上下に移動させる事ができます。 

希望する位置まで業績データを移動させた後に左ボタンを離すと、その位置に業績データが仮移動し

ます。この時はまだ並べ替えた順序は確定していません。 

全ての並べ替えが完了たら、[確定]ボタンを押すと表示順がシステムに登録されます。確定前に業績

種別を変更するとそれまでの操作が破棄されてしまいますので、注意して下さい。 

Sort 機能を使うと、現在表示している業績の一覧を指定した条件で自動的に並び替えることができま

す。現在使用可能な条件は業績の発行年月日による並べ替えです。 

6.4.2. 公開状態の設定 

各データの右には、研究者総覧での公開状態と、Researchmap への情報提供についての設定用フォ

ームがあります。各項目を修正して [確定]ボタンを押すと、それぞれのデータの指定を変更することが

できます。 
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6.5. 検索 

メニューの検索をクリックすると、業績の検索画面が表示されます。ここでは、システムに登録され

ている業績データを、条件を指定して業績を検索できます。 

 

検索では、以下の条件を指定することができます。 

 検索範囲 

 業績種別 

 業績詳細種別 

 ISSN 

 ISBN 

 タイトル 

 著者(複数可) 

 研究者(複数可) 

 掲載誌・図書・会議発表 

 発行年 

 業績集計年 

「検索」ボタンをクリックすると、条件に適合する業績の一覧が表示されます。表見出しをクリック

することで、一覧をソートすることができます。「リセット」ボタンをクリックすると、検索条件がリ

セットされます。 
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7. 研究業績の詳細管理 

研究業績の一覧（6.2.2 節）や確認依頼（6.1 節）画面で業績のタイトルをクリックすると、その業績

の業績詳細画面が表示されます。ここでは、業績の詳細画面の操作について説明します。 

7.1. 業績の詳細 

「業績の詳細」画面では、業績に関する以下の情報が表示されます。 

① 書誌情報(7.1.1) 

② 著者情報(7.1.2) 

③ リポジトリ登録(7.1.3) 

④ 履歴・コメント情報(7.1.4) 
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7.1.1. 書誌情報の編集 

書誌情報の「編集」リンクをクリックすると、書誌情報の編集ができます。 

 

修正内容を入力し、「送信」ボタンをクリックすると、修正が反映されます。「キャンセル」ボタンをク

リックすると入力内容は破棄され、元の表示に戻ります。 

7.1.2. 著者情報の編集 

著者情報の各行にある、「編集」リンクをクリックすると、その行の著者の編集ができます。 

 

「削除」リンクをクリックすると、その行の著者は確認後削除されます。 

 

後の行にある「新規」リンクをクリックすると、著者の追加ができます。 
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「整列」リンクをクリックすると、著者順の変更ができます。 

 

左の「☩」部分をドラッグすることで、行を移動することができます。 

7.1.3. リポジトリ登録 

リポジトリ登録には初期状態では「リポジトリ登録」ボタンのみが表示されています。 

 

「リポジトリ登録」ボタンをクリックすると、登録されている書誌の情報から著作権ポリシーを自動取

得し、リポジトリに登録する書誌のテキストバージョン選択フォームが表示されます。 

 

リポジトリに登録する本文のテキストバージョンを選択して[更新]ボタンをクリックすると、本文ファ

イルの追加作業が行えるようになります。 

 

ファイルの「追加」リンクをクリックすると、ファイル登録用フォームが表示されます。 

 

ファイルをアップロードすると一覧に表示され、状態が登録依頼中に移行します。 
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その他にもファイルがある場合は引き続き追加し、全てのファイルを登録し終えたら管理者がリポジト

リに登録するまで待ちます。 

ファイル名の右にある[差替]リンクをクリックすると、ファイル差替え用のフォームが表示されます。 

 

ファイルを選択して[アップロード]ボタンをクリックすると、本文ファイルを差替えることができます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると、操作を中断して一覧へと戻ります。 

 

ファイル名の一番右にある[削除]リンクをクリックすると、確認画面が表示されます。 

 

[削除]ボタンを押すとファイルが削除され、[キャンセル]ボタンを押すと処理を中断して一覧に戻ります。 

ファイルの削除操作により本文ファイルが 1 つもなくなると、未登録状態に戻ります。 

管理者により登録作業が完了すると、状態が「登録済」となりつくばリポジトリ上でのハンドル ID が

表示されます。 

 

ハンドル ID をクリックすると、つくばリポジトリのサイトに移動して登録されたリポジトリ情報を確
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認することができます。 

登録済状態でテキストバージョンやファイル操作を行うと、更新依頼中状態に移行します。 

 

また、ファイルを削除した結果 1 つもなくなると、取消依頼中状態となります。 

 

更新ならびに取消処理は、バッチ処理によって実行されるため、管理者が処理作業を行ってから実際に

作業が完了するまでに 1 日程度のタイムラグが発生します。この間は状態が「更新作業中」または「取

消作業中」となり、バッチ処理が完了するまでテキストバージョンやファイル操作は行えなくなります。 

 

ファイル操作とリポジトリ登録状態の遷移の関係は次のようになります。 
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7.1.4. コメントの入力 

履歴・コメント情報の 後の行にある、「追加」リンクをクリックすると、管理者に対するコメントを

追加できます。 
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7.1.5. その他の操作 

確認待ち業績の場合、 下部に状態を変更するためのボタンが表示されます。 

 

「確認済みにする」ボタンをクリックすると、業績の状態は「確認済み」になります。 

確認済み業績の場合、 下部に「コピー」ボタンが表示されます。 

 

「コピー」ボタンをクリックすると、表示している業績を元に新しい業績を作成できます。 
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8. 教育・社会活動の管理 

教育・社会活動メニューでは操作中の研究者の研究以外の活動について管理します。以下の操作が行

えます。 

担当授業科目： 学内外で担当した授業科目データを管理します 

授業以外の教育活動： 

授業以外の教育活動データを管理します 

一般講演： 一般講演データの管理を行います。このデータは業績として登録されます。 

学会委員等の活動： 

学外の委員会等での役職のデータを管理します 

その他の活動： 上記以外の活動のデータを管理します 

メニューの「教育・社会活動」リンクをクリックすると、担当授業科目／教育活動の管理画面へと移

動します。 

8.1. 担当授業科目・授業以外の教育活動メニュー 

左メニューで担当授業科目または授業以外の教育活動をクリックすると担当授業科目／教育活動の

確認・編集画面が表示されます。 

8.1.1. 担当授業科目 

担当した授業科目の情報を登録します。ここで登録した授業科目情報は、研究者総覧では必ず公開と

なります。Researchmap に対しては情報提供の指定を個別に行う事ができます。 

8.1.1.1. 新規登録 

一覧の下にある「追加」リンクをクリックすると、新規研究データを登録できます。 

期間： 授業の開催期間年月を４桁の年と月をハイフン記号で結んだ形式で入力します。 

授業科目名： 

担当した授業科目名を入力します。研究者総覧での言語選択に応じて日・英の表示が

切り替わりますが、日英いずれかのみが入力されている場合、言語の選択に関係なく

常にその値が表示されるようになります。 

教育組織名： 

授業を行った教育組織名を入力します。研究者総覧での言語選択に応じて日・英の表

示が切り替わりますが、日英いずれかのみが入力されている場合、言語の選択に関係

なく常にその値が表示されるようになります。 

必要な情報を入力して[確定]ボタンをクリックすると、データが登録されます。 

8.1.1.2. 編集 

各データの右にある「編集」リンクをクリックすると、データの編集用フォームが表示されます。 

修正したい箇所を修正して[確定]ボタンをクリックすると、修正内容がシステムに反映されます。

[cancel]ボタンをクリックすると、修正内容を破棄して元の一覧画面に戻ります。 
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8.1.1.3. 削除 

各データの右にある「削除」リンクをクリックすると、確認画面が表示されます。 

削除してよければ[削除]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、削除をやめ

て元の一覧に戻ります。 

8.1.2. 授業以外の教育活動 

授業以外の教育活動を登録します。データ毎に研究者総覧での公開の指定を行う事ができます。 

8.1.2.1. 新規登録 

一覧の下にある「追加」リンクをクリックすると、新規データを登録できます。 

活動名称： 

活動の名称を入力します。研究者総覧での言語選択に応じて日・英の表示が切り替わ

りますが、日英いずれかのみが入力されている場合、言語の選択に関係なく常にその

値が表示されるようになります。 

実施期間：  

活動の実施期間を４桁の年と月をハイフン記号で結んだ形式で入力します。 

2 番目の項目の入力を省略すると、研究者総覧では「現在」と表示されます。 

実施機関： 

活動を実施した機関名を入力します。研究者総覧での言語選択に応じて日・英の表示

が切り替わりますが、日英いずれかのみが入力されている場合、言語の選択に関係な

く常にその値が表示されるようになります。 

対象者： 教育活動の対象者を入力します。 

内容備考： 

教育活動の内容や備考を入力します。 

必要な項目を入力して[確定]ボタンをクリックすると、データがシステムに登録されます。 

8.1.2.2. 編集 

各データの右にある「編集」リンクをクリックすると、データの編集用フォームが表示されます。 

修正したい箇所を修正して[確定]ボタンをクリックすると、修正内容がシステムに反映されます。

[cancel]ボタンをクリックすると、修正内容を破棄して元の一覧画面に戻ります。 

8.1.2.3. 削除 

各データの右にある「削除」リンクをクリックすると、確認画面が表示されます。 

削除してよければ[削除]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、削除をやめ

て元の一覧に戻ります。 

8.2. 一般講演メニュー 

左メニューで一般講演をクリックすると一般講演の確認・編集画面が表示されます。 
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8.2.1. 一般講演 

一般講演は種別：会議発表、詳細種別：一般講演の業績として登録されます。 

8.2.1.1. 新規登録 

一覧の下にある「追加」リンクをクリックすると、新規データを登録できます。 

業績詳細種別： 

「講演」固定で変更できません 

言語： 講演の言語を選択肢から選択します 

データソース： 

「オリジナル」固定で変更できません 

寄与区分： 講演に対する寄与区分を選択肢から選択します 

地域： 国内／国外を選択します 

発表形態：招待／応募／オーガナイザから選択します 

標題： 講演の標題を入力します。標題（原語）欄は必須項目です。英語での講演の場合は標

題（原語）欄に英語の標題を入力します。 

会議名： 講演を発表したイベントの名称を入力します。会議名（原語）欄は必須項目です。英

語圏でのイベントの場合は会議名（原語）に英語の名称を入力します。 

開催地、開催国、主催者： 

各内容を入力します 

期間： イベントの開催期間を４桁の年と月・日をハイフン記号で結んだ形式で入力します。 

抄録： 講演の概要を入力します。 

キーワード： 

講演に関するキーワードを入力します。 

備考： 補足情報等を入力します。 

業績集計年月： 

業績の集計年月を入力します。 

必要な項目を入力して[確定]ボタンをクリックすると、データがシステムに登録されます。登録後は

業績の詳細確認画面が表示され、引き続き著者情報等の編集が行えます。 

8.2.1.2. 詳細の確認と編集 

各データの標題をクリックすると、業績データの詳細確認画面が表示されます。業績の管理について

は、7 章を参照して下さい。 

8.3. 学会委員等の活動・学内管理運営業績メニュー 

左メニューで学会委員等の活動または学内管理運営業績をクリックすると学協会等委員／学内管理

運営活動の確認・編集画面が表示されます。 

8.3.1. 学会委員等の活動 

学協会での医院等の活動実績の情報を登録します。データ毎に研究者総覧での公開、Researchmap
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への提供を指定することができます。 

8.3.1.1. 新規登録 

一覧の下にある「追加」リンクをクリックすると、新規データを登録できます。 

期間： 委員の就任期間年月を４桁の年と月をハイフン記号で結んだ形式で入力します。 

2 番目の項目の入力を省略すると、研究者総覧では「現在」と表示されます。 

機関名： 委員に就任した機関名を入力します。既存のデータの団体名を利用した補完機能があ

り、名称を入力していくと補完候補の一覧が表示されます。 

一覧の中から機関名を選択すると、日英の名称と団体所属国が自動的に入力されます。

候補を無視して新しい名称を入力する事も可能です。 

団体区分：団体区分を選択肢から選択します。 

団体所属国： 

団体の所属国名を入力します。機関名の補完機能からの入力もできますが、単体でも

国名の補完機能があります。 

委員会等名称／役職名： 

委員に就任した委員会等の名称と役職を入力します。研究者総覧での言語選択に応じ

て日・英の表示が切り替わりますが、日英いずれかのみが入力されている場合、言語

の選択に関係なく常にその値が表示されるようになります。 

特記事項： 

役職就任にあたっての特記事項を入力します。 

必要な情報を入力して[確定]ボタンをクリックすると、データが登録されます。 

8.3.1.2. 編集 

各データの右にある「編集」リンクをクリックすると、データの編集用フォームが表示されます。 

修正したい箇所を修正して[確定]ボタンをクリックすると、修正内容がシステムに反映されます。

[cancel]ボタンをクリックすると、修正内容を破棄して元の一覧画面に戻ります。 

8.3.1.3. 削除 

各データの右にある「削除」リンクをクリックすると、確認画面が表示されます。 

削除してよければ[削除]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、削除をやめ

て元の一覧に戻ります。 

8.3.2. 学内管理運営業績 

学内での管理運営業績を登録します。データ毎に研究者総覧での公開の指定を行う事ができます。 

8.3.2.1. 新規登録 

一覧の下にある「追加」リンクをクリックすると、新規データを登録できます。 

期間： 就任期間年月を４桁の年と月をハイフン記号で結んだ形式で入力します。 

2 番目の項目の入力を省略すると、研究者総覧では「現在」と表示されます。 

委員会等名称／役職名： 
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委員に就任した委員会等の名称と役職を入力します。研究者総覧での言語選択に応じ

て日・英の表示が切り替わりますが、日英いずれかのみが入力されている場合、言語

の選択に関係なく常にその値が表示されるようになります。 

特記事項： 

役職就任にあたっての特記事項を入力します。 

必要な項目を入力して[確定]ボタンをクリックすると、データがシステムに登録されます。 

8.3.2.2. 編集 

各データの右にある「編集」リンクをクリックすると、データの編集用フォームが表示されます。 

修正したい箇所を修正して[確定]ボタンをクリックすると、修正内容がシステムに反映されます。

[cancel]ボタンをクリックすると、修正内容を破棄して元の一覧画面に戻ります。 

8.3.2.3. 削除 

各データの右にある「削除」リンクをクリックすると、確認画面が表示されます。 

削除してよければ[削除]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、削除をやめ

て元の一覧に戻ります。 

8.4. その他の活動メニュー 

左メニューでその他の活動をクリックするとその他の活動の確認・編集画面が表示されます。 

 

8.4.1. その他の活動 

これまでに説明してきたもの以外の活動実績を登録します。データ毎に研究者総覧での公開の指定を

行う事ができます。 

8.4.1.1. 新規登録 

一覧の下にある「追加」リンクをクリックすると、新規データを登録できます。 

期間： 就任期間年月を４桁の年と月をハイフン記号で結んだ形式で入力します。 

2 番目の項目の入力を省略すると、研究者総覧では「現在」と表示されます。 

活動内容： 

活動の内容を入力します。研究者総覧での言語選択に応じて日・英の表示が切り替わ

りますが、日英いずれかのみが入力されている場合、言語の選択に関係なく常にその

値が表示されるようになります。 

必要な項目を入力して[確定]ボタンをクリックすると、データがシステムに登録されます。 

8.4.1.2. 編集 

各データの右にある「編集」リンクをクリックすると、データの編集用フォームが表示されます。 

修正したい箇所を修正して[確定]ボタンをクリックすると、修正内容がシステムに反映されます。

[cancel]ボタンをクリックすると、修正内容を破棄して元の一覧画面に戻ります。 
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8.4.1.3. 削除 

各データの右にある「削除」リンクをクリックすると、確認画面が表示されます。 

削除してよければ[削除]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、削除をやめ

て元の一覧に戻ります。 
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9. 個人設定 

9.1. 個人設定 

左メニューの個人設定をクリックすると、「システム個人設定」画面が表示されます。ここでは、操

作中の研究者のシステムに関する設定を行う事ができます。 

9.1.1. 基本設定 

基本設定では、以下の３項目を設定することができます。 

・ 業績が新規に登録された際の、研究者総覧への公開設定の初期値 

・ 業績が新規に登録された際の、Researchmap への情報提供の値の初期値 

・ 研究業績に対するリポジトリの登録依頼メールを受け取るかどうか 

各項目を修正し、[変更]ボタンをクリックすると修正内容がシステムに反映されます。 

9.1.2. 著者同定用の各種識別番号 

管理者による業績データの登録作業時に使用される、各種識別番号を入力します。これらは将来の拡

張に備えた予備的な項目で、現在は使用されていません。 

9.1.3. 著者同定用の別名 

管理者による業績データの登録作業時に使用される、研究者の著者名（別名）を登録します。旧姓な

どを登録しておくと、著者同定時に業績に紐付けられる可能性が上がります。 

別名は複数登録する事ができます。 

追加： 新しい別名を追加します 

編集： 登録済みの別名を修正します 

削除： 登録済みの別名を削除します 

9.1.4. 所属 

管理者による業績データの登録作業時に使用される、研究者の学内所属を登録します。過去の所属部

署を登録しておくと、著者同定時に業績に紐付けられる可能性が上がります。 

複数登録する事ができます。 

追加： 新しい所属部署を追加します 

編集： 登録済みの所属部署を修正します 

削除： 登録済みの所属部署を削除します 

9.2. 連絡事項 

メニューの連絡事項をクリックすると、業績のコメント機能での管理者からのメッセージの一覧が表

示されます。 
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一覧の「タイトル」部分をクリックすると、対象の業績の詳細画面へ移動します。 

「既読」チェックをつけて送信すると、チェックされた連絡事項は既読状態になり、一覧に表示され

なくなります。 

9.3. 代理人設定 

メニューの代理人設定をクリックすると、操作中のアカウントの代理人機能に関する設定が行えます。 

9.3.1. 代理人の管理 

代理人枠には、操作中の研究者の代理人権限を持つユーザの一覧が表示されます。 

一覧の「追加」リンクをクリックすることで、代理人を追加することができます。 

 

各代理人の右に表示されている「削除」リンクをクリックすると、確認後その代理人が削除されます。 

 

9.3.2. 依頼人情報の編集 

依頼人枠では、操作中のアカウントに対して代理人指定している研究者の一覧が表示されます。一覧

の「削除」リンクをクリックすることで、確認後代理の謝絶ができます。 



 

50 

 

9.4. データ出力 

左メニューのデータ出力をクリックすると、TRIOS 互換形式のデータの作成画面が表示されます。

ここでは、旧 TRIOS のデータ出力機能と互換性のある形式で、システムに登録されているデータを出

力する事ができます。 

テーブル一覧： 出力するテーブルを選択します 

所属： 所属によってデータの出力範囲を絞り込みます 

職員番号： 研究者の職員番号でデータの出力範囲を絞り込みます 

漢字コード： 出力するデータの漢字コードを指定します 

入力後、[生成]ボタンをクリックすると、指定された条件でのデータの生成を開始します。 

データの生成が完了すると、ダウンロードボタンが表示されるのでクリックするとデータをダウンロ

ードできます。 

再生成リンクをクリックすれば条件指定フォームに戻ります。 
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9.4.1. メールアドレスの変更 

「アカウント情報」欄からメールアドレスを変更することができます。「メールアドレス」入力欄に

メールアドレスを入力し、「保存」ボタンをクリックすると変更が反映されます。システムはこのメー

ルアドレスに対して通知のメールを送信します。 
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10. サポート掲示板の利用方法 

ここではサポート掲示板の利用方法について説明します。 

10.1. 連絡・問い合わせ一覧の確認 

サポートメニューの用件一覧をクリックすると、現在議論中のトピックの一覧が表示されます。 

検索フォームを利用して、表示する用件一覧を絞り込むこともできます。 

10.2. 内容の確認とコメント 

一覧に表示されている各用件の用件列の標題をクリックすると、その用件の内容とコメントの一覧が

表示されます。 

コメント一覧の下に、新しいコメントの投稿用フォームが表示されますので、コメントを入力します。

ファイルの添付枠を使うと、コメントにファイルを添付する事もできます。 

コメントの投稿はいったんプレビューしてから実際に投稿する二段構えになっていますので、注意し

て下さい。 

10.3. 新規トピックの投稿 

サポートメニューの質問要望作成リンクをクリックすると、新しいトピックの編集画面が表示されま

す。 

対象、カテゴリを選択して、標題および説明欄に問い合わせ内容を記述して下さい。[保存]ボタンを

クリックすると、新規トピックが保存されます。 

 

 




