Open Research
The future of scholarly
communication
ジョイントイベント

オープン・サイエンスが拓く
新たな学術コミュニケーションプラットフォーム
日時 :

2017年 9月13日（水）13:00〜17:00 （受付開始12:30）

場所 :

京都大学附属図書館 3 階 ライブラリーホール
基調講演：青木 学聡（京都大学 情報環境機構 准教授）
講演 1：

エド・ガースナー（シュプリンガー・ネイチャー中華圏担当リージョナル・サイエンス・ディレクター）

講演 2：

宮入 暢子（ORCID アジア・太平洋地区ディレクター）

講演 3：

マーク・ハーネル（ﬁgshare 創設者および CEO）

パネリスト：村山 泰啓（国立研究開発法人情報通信研究機構統合ビッグデータ研究センター研究統括）ほか
プレゼンターによって使用言語が異なります（日本語または英語）。通訳はありません。

申し込み方法

9月6日（水）までに以下のオンラインフォームからお申込みください。

http://bit.ly/OPENSCIENCE

Co-Organized by Springer Nature, ORCID, ﬁgshare, part of the Digital Science Portfolio. Supported by Kyoto University Library

協力 : 京都大学附属図書館

Open Research: The future of scholarly communication

Purpose of the
event
開催趣旨

Open science is a recurring theme in discussions of science policy worldwide, and Japan is no
exception. As Japanʼs open science strategy is being developed, it is imperative for universities and
research institutes to formulate their open access and open data policies, build research
infrastructures such as institutional repositories and researcher databases, and provide training help
researchers are able to make the most of the opportunities these new platforms oﬀer. This seminar
brings together a global publisher (Springer Nature), research tools provider (Digital Science), and
researcher identiﬁer platform (ORCID) to provide an overview of the changing research
environment. Through a dialogue with stakeholders in Japanʼs research community, we hope to
better understanding of the needs of the academic community and help them to better understand
how these tools and platforms can be used to improve the impact of their research.
世界的に進展するオープン・サイエンスの潮流を背景として、日本でも様々なディスカッションが進められていま
す。国家的戦略としてのオープン・サイエンス施策が提案される一方で、大学や研究機関におけるポリシーの策定
や、機関リポジトリ、研究者データベースなどの基盤整備やそのサービスにあたる人的資源のトレーニングは急
務です。本セミナーでは、グローバルな規模でサービスを展開する学術ジャーナル
（シュプリンガー・ネイチャー）
、
研究ツール
（Digital Science）
、研究者および業績情報
（ORCID）
の各提供者が一堂に会し、世界の潮流について
概観するとともに、日本のステークホルダーからのフィードバックとディスカッションを通じて、オープン・サイ
エンスの深化に必要な学術コミュニケーションとプラットフォームの実現と発展を目指して活発な議論を展開し
ます。

13:00‒13:10

Opening Remarks 開催のご挨拶

13:10‒14:00

Takaaki Aoki
Associate Professor, Institute for Information Management and Communication,
Kyoto University
基調講演：青木 学聡
（京都大学 情報環境機構 准教授）

14:00‒14:30

Ed Gerstner ʻOpen Research Drives Better Scienceʼ
Springer Nature, Regional Scientiﬁc Director, Greater China
講演：エド・ガースナー
（シュプリンガー・ネイチャー 中華圏担当リージョナル・サイエンス・ディレクター）

14:30‒14:40

Break 休憩

14:40‒15:10

Nobuko Miyairi, MLIS ʻORCID: Connecting research and researchersʼ
ORCID, Regional Director, Asia Paciﬁc / MLIS
講演「国際研究者識別子 ORCID の動向」
：宮入 暢子
（アジア・太平洋地区ディレクター／ MLIS）

15:10‒15:40

Mark Hahnel ʻMore Research, More Impactʼ
ﬁgshare, part of the Digital Science Portfolio
講演：マーク・ハーネル
（Figshare 創立者および CEO）

15:40‒16:50

Panel Discussion パネルディスカッション

16:50‒17:00

Closing remarks 閉会のご挨拶

