
平成23年度6回信州大学FDショートセミナー

2011/10/11（火）

附属図書館情報システムグループ

情報システム担当
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ＳＯＡＲとは
信州大学学術情報オンライン
システムSOAR（ソアー）

（Shinshu University Online 
system of General Academic 
Resources）
• 信州大学研究者総覧

（Researchers Directory：
SOAR-RD)

• 信州大学機関リポジトリ
（Institution Repository:
SOAR-IR)

研究者総覧

（SOAR-RD）

• 業績リストの提供

機関リポジトリ

（SOAR-IR）

• 研究成果の発信
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Web of Science
へのリンクバック

信州大学学術情報オンラインシステム
Shinshu university Online system of general Academic Resources（SOAR)

Web of Science

電子ジャーナル
Electronic Journals

ＳＯＡＲ-ＩＲ
信州大学機関リポジトリ

Institutional Repository

ＳＯＡＲ-ＲＤ

信州大学研究者総覧
Researcher  Directory

ature/Science/Elsevier/
Wiley/Springer/etc.

フルテキスト

研究者情報

フルテキスト

研究者・企業・自治体・市民

大学ＨＰ・Google・Yahoo・CiNii

信州大学視認度評価分析システム
Research Visibility Analysis System

Web of Science
へのリンクバック

閲覧数、登録数 ダウンロード数、登録数 被引用数、収録数

相互リンク

ドメイン、リファラ、キーワード

フルテキスト

ＳＯＡＲ-ＲＶＡＳ

信州大学研究者の研究
成果（フルテキスト）を
無料提供

信州大学研究者のプロ
フィール、研究教育諸活
動を広く公開

トムソンサイエンティ
フィック社が提供する
学術文献データベース

定量的評価指標を提供
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学術情報オンラインシステムSOAR
http://www.shinshu-u.ac.jp/soar/
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研究者総覧（Researcher Directory）

英語版も
あります！

プロフィール画面
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研究者総覧（Researcher Directory）
研究業績からの各種リンク

信州大学機関リポジトリへ（本文公開）

電子ジャーナルへ

Web Of Scienceへ

プロフィール画面
研究業績
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研究者総覧のメリット
研究成果・研究者情報の視認性アップ

研究者情報の一元管理 ReaD、帳票出力機能

研究成果の永続的保存

社会への成果還元のアピール

研究成果の視認度把握 視認度評価分析システム

研究者総覧のデータがReaDへ提供されます。

2011年11月 ReaDとResearchmapの統合予定

近日機能追加
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研究者総覧 義務化の経緯
「信州大学研究者総覧への入力・公表が必要となる
情報等について（通知）（平成22年12月24日）」

公表が義務化される大学等の教育情報のうち，「各教員が
有する学位及び業績」（以下，「研究業績等」という。）を公
表する手段として，信州大学研究者総覧（ＳＯＡＲ－ＲＤ）
（以下，「研究者総覧」という。）を利用し，全ての教員が，
研究者総覧へ個々の研究業績等を入力することを義務化
することとしました。

【背景】学校教育法施行規則の改正（平成23年4月1 日）

附属図書館は研究者総覧システムの管理
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研究者総覧 入力義務項目
「各教員が有する学位及び業績」

① プロフィール１

② プロフィール２（研究分野）

③ プロフィール３（学歴等）

④ プロフィール４（所属学会）

⑤ プロフィール５（受賞学術賞）

⑥ プロフィール６（研究職歴等）

⑦ 研究活動業績３（著書，発表論文等）
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研究者総覧の更新方法
研究者総覧の更新方法

研究者自身で更新
ACSUに「業務システム利用者証ID」でログイン

画面左サイドメニュー『研究者総覧更新』をクリック

Ecxel更新を行う

WEB更新を行う（2011/7 新機能）

代理登録更新（2011/7 新機能）

部局単位・代理入力アカウントを発行しています。各部局の代理登録者
に更新を依頼してください。研究室・講座単位で代理登録者申請をす
ることもできます。（代理登録者申請）

後ほど操作説明を
行います
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機関リポジトリ（Institution Repository）

「大学等の学術機関内で作成された，さまざま
な学術情報を収集，蓄積，発信することを目的
とした，インターネット上のサーバ」
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何を登録する？

学術雑誌論文 紀要論文 研究報告書

学会発表資料
シンポジウム・
講演会資料

講義資料・
教材
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研究成果を登録するには

図書館論文の抜刷り

雑誌投稿時の
原稿

成果物の
電子ファイル

論文のリスト

発行した冊子
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Eメール・学内便で送るだけ

研究業績と研究成果のリンク

研究者総覧

研究者の研究業績へ

機関リポジトリ

論文（研究成果）へ 14

視認度評価分析システム

個人別統計を見る
ACSUに「業務システム利用者証ID」でログイン

画面左サイドメニュー『論文統計システム』をクリック

研究者総覧
閲覧数

機関リポジトリ
論文DL数

論文別統計も
あります！

論文登録数
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研究者総覧の更新方法
研究者総覧の更新方法

研究者ご自身で更新する
ACSUに「業務システム利用者証ID」でログイン

画面左サイドメニュー『研究者総覧更新』をクリック

Ecxel更新を行う

WEB更新を行う（2011/7 新機能）

代理登録で更新する（2011/7 新機能）

部局単位・代理入力アカウントを発行しています。各部局の代理登録者
に更新を依頼してください。研究室・講座単位で代理登録者申請をす
ることもできます。（代理登録者申請）

17

研究者総覧の更新方法
ACSUに「業務システム利用者証ID」でログイン

画面左サイドメニュー『研究者総覧更新』をクリック

「業務システム利用
者証ID」でログイン
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操作マニュアル・入力要領

マニュアルはこちら

マニュアル P.5
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http://www.shinshu-u.ac.jp/soar/guide/04/02.php#04

入力要領・マニュアル・
EXCELサンプルファイル

はこちら
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情報更新（WEB）
①

②

マニュアル P.16
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①

②

③

④ 22

研究者総覧入力義務項目
「各教員が有する学位及び業績」

① プロフィール１

② プロフィール２（研究分野）

③ プロフィール３（学歴等）

④ プロフィール４（所属学会）

⑤ プロフィール５（受賞学術賞）

⑥ プロフィール６（研究職歴等）

⑦ 研究活動業績３（著書，発表論文等）

②

①

③
④
⑤
⑥
⑦
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マニュアル P.21
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ご注意ください！
「公開」にチェックをお忘れなく
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プロフィール画面の確認

マニュアル P.32
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情報更新（EXCEL）

STEP1 EXCEL入力シートを
ダウンロードします

STEP3 EXCEL入力シートを
アップロードします

マニュアル P.7
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日本語版
1:表示
2:非表示

英語版
1:表示
2:非表示

ReaD
1:送信
2:非送信
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情報更新（EXCEL）

STEP3 EXCEL入力シートを
アップロードします

注意！
一度アップロードしたファイルは、

二度使えません。

30

視認度評価分析システム

個人別統計を見る
ACSUに「業務システム利用者証ID」でログイン

画面左サイドメニュー『論文統計システム』をクリック

研究者総覧
閲覧数

機関リポジトリ
論文DL数

論文別統計も
あります！

論文登録数
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研究者総覧の問合せは・・・
附属図書館情報システムグループ 情報システム担当

内線：811-2292 MAIL：library-soar@shinshu-u.ac.jp
教育学部図書館

内線：831-4061 MAIL：jed0101@shinshu-u.ac.jp
医学部図書館

内線：811-5128 MAIL：lib5126@shinshu-u.ac.jp
工学部図書館

内線：821-5082 MAIL：kotosho@shinshu-u.ac.jp
農学部図書館

内線：851-2234 MAIL：notosho@shinshu-u.ac.jp
繊維学部図書館

内線：841-5313 MAIL： jfg0100@shinshu-u.ac.jp 32


