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(57)【要約】
　総合的なウェブ利用著作ワークフロー管理システムは
、研究論文の著作者を、助成機関、出版者、ライセンス
提携、テキスト編集者、ピアレビューア、等々の複数の
従来の著作提携関係者に電子的にリンクさせる中央ハブ
として機能する。利用において、ワークフロー管理シス
テムは、著作者が指定されたプロジェクトに対する財政
支援を獲得するプロセスを簡素化し、著作者が研究を実
施し、研究論文を草稿し、優先化された次々に出版要求
を複数の出版者に提出するツールを提供し、指定された
関係者の代わりに回収すべき料金を効果的に処理するこ
とで着想から出版後まで研究論文プロセスの進行を援助
する。著作経験を通じて、ワークフロー管理システムは
、電子通知の送付を介して論文の現況に関する著作者定
義された更新情報を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワークフロー管理システムを活用して、着想から出版後まで研究論文プロセスを進行さ
せる方法であって、本方法は、
　（ａ）ワークフロー管理システムと電子通信状態にある著者による研究論文のための主
題の着想を図るステップと、
　（ｂ）それぞれワークフロー管理システムと電子通信状態にある複数の助成機関に対し
て、著者からワークフロー管理システムを介して研究論文のための助成要求を提出するス
テップと、
を含んでおり、　
　（ｃ）ワークフロー管理システムは次々に複数の助成機関に助成要求を提出し、それぞ
れの連続する助成要求は、先行する助成要求が拒絶された場合にのみワークフロー管理シ
ステムによって提出されることを特徴とする方法。
 
【請求項２】
前記助成要求の提出ステップに先立って、ユーザによりワークフロー管理システム内に複
数の助成機関の優先リストを完成させるステップをさらに含んでいる、請求項１記載の方
法。
 
【請求項３】
それぞれの助成要求は、優先リストに基づいて、次々にワークフロー管理システムから複
数の助成機関に電子的に送られる、請求項２記載の方法。
 
【請求項４】
前記優先するステップに先立って、ユーザがワークフロー管理システムを介して複数の助
成機関の過去の助成関連情報を編集するステップをさらに含んでいる、請求項３記載の方
法。
 
【請求項５】
（ａ）助成申請に基づいて助成機関から著者に研究助成を供与するステップと、
　（ｂ）研究助成による支援を通じて著者が主題に関する研究に携わるステップと、
　（ｃ）著者が、研究ステップから派生する研究を活用して研究論文を草稿するステップ
と、
をさらに含んでおり、草稿された研究論文はワークフロー管理システムによって保存され
る、請求項１記載の方法。
 
【請求項６】
前記草稿ステップの後に、ワークフロー管理システムを介して、著者から複数の出版者に
研究論文のための出版要求を提出するステップをさらに含んでおり、
　それぞれの出版者はワークフロー管理システムと電子通信状態にあり、ワークフロー管
理システムが次々に複数の出版者に出版要求を提出し、それぞれの連続する出版要求は先
行する出版要求が拒絶された場合にのみワークフロー管理システムによって提出される、
請求項５記載の方法。
 
【請求項７】
前記出版要求の提出ステップに先立って、ユーザがワークフロー管理システム内に複数の
出版者の優先リストを完成させるステップをさらに含んでいる、請求項６記載の方法。
 
【請求項８】
複数の出版者の優先リストに従って、それぞれの出版要求は次々にワークフロー管理シス
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テムから複数の助成機関に電子的に送られる、請求項７記載の方法。
 
【請求項９】
著者により定義された研究論文関連の状況の警告をワークフロー管理システムから著者に
、並びに、著者に研究助成を供与した助成機関に送るステップをさらに含んでいる、請求
項６記載の方法。
 
【請求項１０】
出版要求が出版者に送られて、出版者によって受け入れられた、又は出版者によって拒絶
されたときに、状況の警告がワークフロー管理システムによって発信される、請求項９記
載の方法。
 
【請求項１１】
ワークフロー管理システムを介した、著者から出版者への料金の電子支払いを取り扱うス
テップをさらに含んでいる、請求項６記載の方法。
 
【請求項１２】
前記助成要求の提出ステップに先立ち、ワークフロー管理システムを介して、著者が主題
と関係した予備研究を実行するステップをさらに含んでいる、請求項６記載の方法。
 
【請求項１３】
予備研究を実行するステップは、
　（ａ）ワークフロー管理システムを介して、著者が研究論文に組み込むコンテンツを発
見するステップと、
　（ｂ）研究論文における該コンテンツの利用許可を、ワークフロー管理システムと電子
通信状態にある該コンテンツの権利者から取得するステップと、
を含んでいる、請求項１３記載の方法。
 
【請求項１４】
コンテンツの利用許可の取得は、ワークフロー管理システムに保存された権利管理規則に
よって管理される、請求項１３記載の方法。
 
【請求項１５】
予備研究を実行するステップの一部として、ワークフロー管理システムは検索履歴、並び
に著者がワークフロー管理システムに入力した検索方針記録および推薦を保存する、請求
項１２記載の方法。
 
【請求項１６】
盗作を防止するため、研究論文を、ユーザがワークフロー管理システムを利用して検索に
より発見したコンテンツと比較するステップをさらに含んでいる、請求項１２記載の方法
。
 
【請求項１７】
（ａ）ワークフロー管理システムを介して出版者が出版要求に応じるステップと、
　（ｂ）ワークフロー管理システムと電子通信状態にある同業の評論家が研究論文を審査
するステップと、
をさらに含んでおり、前記ピアレビューアはコンテンツを検索し、研究論文に参考文献を
関連付け、ワークフロー管理システムを介して以前に著者が入力した検索方針記録と推薦
を回収することができる、請求項６記載の方法。
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【請求項１８】
前記出版要求の提出ステップに先立ち、ワークフロー管理システムを介して、著者が、ワ
ークフロー管理システムと電子通信状態にある編集者に対して、研究論文の少なくとも一
部のフィードバックを要求するステップをさらに含んでいる、請求項６記載の方法。
 
【請求項１９】
ワークフロー管理システムを活用して、着想から出版後まで研究論文プロセスを進行させ
る方法であって、本方法は、
　（ａ）ワークフロー管理システムと電子通信状態にある著者が研究論文を草稿するステ
ップと、
　（ｂ）それぞれワークフロー管理システムと電子通信状態にある複数の出版者に対して
、ワークフロー管理システムを介して著者から研究論文のための出版要求を提出するステ
ップと、
を含んでおり、　
　（ｃ）ワークフロー管理システムは次々に複数の出版者に出版要求を提出し、それぞれ
の連続する出版要求は、先行する出版要求が拒絶された場合にのみワークフロー管理シス
テムによって提出される、
ことを特徴とする方法。
 
【請求項２０】
著者と複数の提携関係者との間で著作ワークフローを管理するためのシステムであって、
該提携関係者のそれぞれは本システムと電子通信状態にあり、本システムは、
　（ａ）本システムの主要な操作を管理するためのプロセッサと、
　（ｂ）通信ネットワークに接続するように設計されているネットワークインターフェー
スと、
　（ｃ）著作ワークフローに関係する特定タスクを実行するための複数のモジュールと、
を含んで構成されており、それらモジュールの１つは、著者の始動要求を次々に前記複数
の提携関係者に送るように設計された提出サービスモジュールであり、それぞれの連続す
る要求は先行する要求が拒絶された場合にのみ前記提出サービスモジュールによって提出
されることを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、科学、技術および医学分野で行われる研究活動に関する。特には、
そのような研究活動の成果として論文の専門誌での発表のための資金調達およびライセン
ス供与のための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　研究論文は詳細な科学研究の実施を通して得られた情報の成果を開拓する文書である。
科学、技術および医学（ＳＴＭ）学界における露出を図るため、研究論文はしばしば信頼
性が高い産業特定専門誌において発表される。
【０００３】
　研究論文が書かれて発表されるプロセスは典型的には、（ここでは単に著作ワークフロ
ーと呼称する）一連の段階（ステージ）を含む。理解されようが、著作ワークフローは典
型的には（限定はしないが）論文著作者（オーサ）、資金支援（助成）機関、出版者、ラ
イセンス提携、編集者、および同業批評者（ピアレビューア）を含むそれぞれ独立した関
係者の大きなネットワークに依存する。以下で解説するように、そのような大きなネット
ワークの関与は、関係者間で情報を共有する効果的な手段（ツール）その他の不足によっ
て本質的に非常に非効率である著作ワークフローを派生させる。
【０００４】
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　著作ワークフローの初期主要ステージは一般的には申請／提出（サブミッション）ステ
ージと呼称される。そのサブミッションステージでは、オーサは研究論文の土台となるア
イデアを着想する。典型的には、着想したアイデアでオーサは書面により助成を申請する
ことによって公知の資金助成団体または助成機関から資金支援の同意を得るように努める
。同意されると資金は、典型的には特に、そのプロジェクトに関して行われる研究のサポ
ート、並びに研究成果である論文の作成のために費やされる。よく知られた助成機関の例
には、米国国立衛生研究所（ＮＩＨ）、米国エネルギー省（ＤＯＥ）および英国に本部を
置くウェルカム・トラストが存在する。
【０００５】
　現在において大抵のオーサによって利用されている従来式の助成申請プロセスはいくつ
かの大きな欠点を含んでいることが指摘されている。まず、最初の欠点として、概してオ
ーサは、そのプロジェクトにはどの助成団体が最適であるのか容易に判断できない。なぜ
なら、世界中には無数の助成団体が存在し、また同時に、適したマッチングを決定するた
めにオーサがそれぞれの助成団体の過去の助成履歴を調査する手段が限られているからで
ある。加えて、典型的には、オーサは助成申請を次々に提出しているため（すなわち、そ
れぞれの次回の申請は前回の申請の拒絶後にのみ発送）、非常に非効率で時間を要するプ
ロセスが必要になる。最後に、著作ネットワークの主要当事者（構成員）間の関係の特性
の結果として、助成機関は、自身が助成している論文に関する情報更新（例：出版要請、
出版許可取得、出版、等々）を、情報が出版者からオーサに最初に通知されたときに受領
するだけである（このことはしばしば出版者とオーサとの間の摩擦の主要源となる）。
【０００６】
　助成が得られ、論文が完成しても、オーサは、サブミッションステージを完了するため
に同様に複雑で時間を費やす出版のためのサブミッションプロセスを辿らなければならな
い。伝統的にオーサは出版者に対し、（ｉ）連続的（次々）で物理的な出版要請書の提出
を介して、または（ｉｉ）それぞれの出版者が維持する電子サブミッションシステムを利
用して論文を提出する。当業界では知られているものの、出版者が所有するシステムは利
用が困難であり、維持費が嵩む。それぞれの出版者の電子システムはしばしば独自の条件
および提出パラメータのセットで利用され、オーサのためのサブミッションプロセスをさ
らに複雑にしている。
【０００７】
　サブミッションステージが完了すると、論文は著作ワークフローの出版前ステージで同
業専門家によって内容がチェック（レビュー）される。理解されようが、科学、技術およ
び医学分野で同業専門家によるチェックが終了した論文は急速に前進し、研究者はさらに
協力的になる。出版前ステージの一部として、割り振られたレビューア（チェック者）は
出版者に対して論文に対するコメント、提案、及び／又は編集案を提供する。しかしなが
ら、チェックプロセスにおいて利用が可能な現在の電子ツールは相当程度に欠陥があるこ
とが判明している。さらなる欠点として、典型的にはオーサにはチェック者のコメントに
対するアクセスが制限されている。
【０００８】
　論文が最終的に完成し、出版が是認されると、著作ワークフローは出版ステージに進行
する。しかし、出版者による論文の出版はしばしば著作ネットワーク（例：オーサおよび
助成機関）の関係当事者に対する通知なく実施される。このことは非常に不適切である。
【０００９】
　一旦出版されると、論文の権利は出版後ステージで適した当事者によって管理される。
その結果、出版後ステージには関心を有する当事者からのライセンス料の取り扱い等々が
含まれる。
【００１０】
　理解されるであろうが、料金の集金は出版後に限られない。実際には著作ワークフロー
の期間中、オーサはしばしば出版者から、出版前ステージ料（例：論文提出料）、出版ス
テージ料（例：オープンアクセス料、頁料、およびカラー料金）、並びに出版後ステージ
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料（例：再印刷（プリント）料、抜刷り料、および電子印刷料）等々の様々な料金を請求
される。現在、オーサからそれら料金を徴収するための出版社の電子手段の性能は制限さ
れたものであり、しばしば納金時が間違ったり、及び／又は取り扱いに支障が生じたりす
る。
【００１１】
　従って、情報と支払いが当事者間で交換される従来の著作ワークフローは、非常に非効
率であり、しばしば不都合であることが判明している。特に、全関係当事者が利用できる
標準ツールの欠如は、相当数の独立した非相関ステップの実行に依存するワークフローに
帰結し、プロセス全体を非効率で、利用費用を嵩ませるものとしている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の１目的は、着想から出版後までの研究論文活動の進行を実行させる新規で改良
されたシステムおよび方法を提供することである。
【００１３】
本発明の別目的は、研究論文のオーサが助成団体を再検索し、そこからの資金援助に応募
（申請）する方法を単純化する上述のシステムおよび方法を提供することである。
【００１４】
　本発明のさらに別な目的は、研究論文のオーサが出版者を再検索し、そこに出版の要請
を提出する方法を単純化する上述のシステムおよび方法を提供することである。
【００１５】
　本発明のさらに別な目的は、研究論文の現状の定期的なリアルタイム更新を選択された
関係当事者に提供する上述のシステムおよび方法を提供することである。
【００１６】
　本発明のさらに別な目的は、研究論文に対するピア（同業）レビューアの注釈を回収さ
せる上述のシステムおよび方法を提供することである。
【００１７】
　本発明のさらに別な目的は、関係当事者間で料金を集金させる上述のシステムおよび方
法を提供することである。
【００１８】
　本発明のさらに別な目的は、運用が効率的で実施が経済的である上述のシステムおよび
方法を提供することである。
 
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　従って、本発明の１つの特徴的形態として、ワークフロー管理システムを使用して着想
から出版後まで研究論文活動を進行させる方法が提供される。この方法は、（ａ）ワーク
フロー管理システムとの電子通信において、オーサが研究論文の主題を着想するステップ
と、（ｂ）ワークフロー管理システムと電子通信状態にある複数の助成機関に対して、オ
ーサからワークフロー管理システムを介して助成申請を提出するステップとを含み、（ｃ
）ワークフロー管理システムは、それら複数の助成機関に対して連続段階的に助成を申請
し、連続的助成申請のそれぞれは、その前の助成申請が拒絶された場合にのみワークフロ
ー管理システムによって提出される。
【００２０】
　本発明の別な特徴的形態として、ワークフロー管理システムを使用して研究論文活動を
着想から出版後まで進行させる方法が提供される。この方法は、（ａ）ワークフロー管理
システムと電子通信状態にあるオーサに研究論文の草案させるステップと、（ｂ）ワーク
フロー管理システムとそれぞれ電子通信状態にある複数の出版者にオーサからワークフロ
ー管理システムを介して出版を要請するステップとを含み、（ｃ）ワークフロー管理シス
テムは出版を複数の出版者に連続段階的に要請し、それぞれの連続的な出版要請は、前の
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出版要請が拒絶された場合にのみワークフロー管理システムによって提出される。
【００２１】
　本発明の別な特徴として、オーサと複数の提携先との間で著作ワークフローを管理する
ためのシステムが提供される。複数の提携先のそれぞれはこのシステムと電子通信状態に
ある。このシステムは、（ａ）システムの主要な操作を制御するプロセッサと、（ｂ）通
信ネットワークに接続するように設計されたネットワークインターフェースと、（ｃ）著
作ワークフローに関係する特定タスクを実行するための複数のモジュールとを含んでおり
、それら複数のモジュールの１つは、オーサが発した申請／要請（リクエスト）を連続段
階（次々に）形態で複数の提携先に送信するように設計された提出サービスモジュールで
あり、それぞれの連続する要求は前の要求が拒絶されたときにのみ提出サービスモジュー
ルによって提出される。
【００２２】
　本発明の様々な他の特徴および利点が以下の説明で明確化するであろう。以下の説明で
は図面に関する記述が提供されている。それらは本発明の一部を成し、本発明を実施する
様々な実施態様を例示する。それら実施例は専門家による本発明の実施が可能となるよう
に説明されており、他の実施態様であっても利用可能であり、それら実施例の構造的な変
更は本発明の範囲を逸脱せずに可能である。従って、以下の詳細な説明は、本発明を限定
するものではなく、本発明の範囲は添付の請求項において定義されている。
【００２３】
　図面を通して同一参照番号は同一部材を表す。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の教示に従って設計された、着想から出版後まで研究論文プロセス（活動
）を進行させるシステムのブロック図である。
【図２】図１で示す中央コントローラの概略ブロック図である。
【図３】図１で示すデータ保存装置の概略ブロック図である。
【図４】本発明の教示に従って説明されており、図１で示すシステムを利用して実行され
る、研究論文プロセスを着想から出版後まで進行させる新規な方法のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　　研究論文プロセス進行システム１１
【００２６】
　図１には、着想から出版後までの研究論文プロセスの進行を実行させるシステムの概略
ブロック図が提供されている。このシステム１１は、本発明の教示に基づいて設計されて
おいる。以下でさらに詳細に説明するように、システム１１は、著作ワークフローを大き
く単純化するウェブ利用集積型ソリューションを含む。
【００２７】
　図示するようにシステム１１は、研究論文の創出、出版およびライセンス供与に関与す
る伝統的な関係当事者間の中央ハブとして機能する著作ワークフロー活用機構１３を含む
。特に、著作ワークフロー活用機構１３は、複数の研究オーサ１５－１から１５－ｎ、複
数の助成機関１７－１から１７－ｎ、複数の出版社１９－１から１９－ｎ、複数のライセ
ンス提携者２１－１から２１－ｎ、少なくとも１人のテキスト編集者またはテキスト洗練
者（ポリシャー）２３、および少なくとも１人のピアレビューアまたはサポータ２５と電
子的にリンクしている。従って、本発明の原理的な特徴として、機構１３は、（ｉ）関心
を示す助成機関１７からオーサ１３がプロジェクト助成を得て、（ｉｉ）オーサ１３が助
成を受けるプロジェクトから発生した研究論文を出版する意図を有する出版者１９を見つ
け出し、（ｉｉｉ）著作権と関連するライセンス料の処理を含んで、興味を示すライセン
ス提携者２１との出版論文の著作権ライセンスを出版者１９が仲介するプロセスを簡潔化
する。
【００２８】
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　機構１３は、オーサ１３、助成機関１７、出版者１９、ライセンス提携者２１、テキス
トポリシャー２３およびピアレビューア２５と対応する通信経路２７－１から２７－６を
介してそれぞれ電子的にリンクしているように表わされている。ここで定義するように、
それぞれの通信経路２７は、インターネットのごときデータの電子移動に適した任意の通
信手段である。
【００２９】
　　　　　　　　　著作ワークフロー活用機構１３
【００３０】
　著作ワークフロー活用機構１３には、ネットワーク経路３２を相互に電子通信状態にあ
る中央コントローラ２９とデータ保存装置３１とを含んだワークフロー管理システム２８
が提供されている。
【００３１】
　理解されようが、中央コントローラ２９はシステム１１の機能的ハブとして作用する。
好適には、中央コントローラ２９は、１以上の指定ウェブページを介したシステム１１の
主要関係当事者間のデータ交換を調節する役割を担うウェブサーバとして利用される。し
かしながら、中央コントローラ２９はウェブサーバには限定されず、本発明の精神を逸脱
しない別タイプのコンピュータ装置の形態でよいことは理解されるべきである。
【００３２】
　図２で示すように、中央コントローラ２９はその主設計に関しては従来式であり、コン
トローラ２９には好適にはコントローラ２９の主機能を管理するプロセッサ３３、データ
保存用のメモリ装置３５、コントローラ２９にネットワーク接続させるネットワークイン
ターフェース３７、基本的タスクの実行を管理する運用システム、その他が提供されてい
る。
【００３３】
　中央コントローラ２９の設計は独特である。すなわち中央コントローラ２９には、ワー
クフロー管理システム２８のために様々な新規機能を実行する複数のモジュール４１が提
供されている。特に、中央コントローラ２９にはオーサ確認モジュール４１－１、内容発
見サービスモジュール４１－２、ライセンスサービスモジュール４１－３、著作権管理モ
ジュール４１－４、盗作検出モジュール４１－５、再印刷実行モジュール４１－６、オー
サ提出サービスモジュール４１－７、出版前サービスモジュール４１－８、出版サービス
モジュール４１－９、プロモーションサービスモジュール４１－１０、記録保管サービス
モジュール４１－１１、語義索引モジュール３１－１２、および顧客サービスモジュール
４１－１３が提供されており、それぞれのモジュール４１の機能は以下で詳説する。
【００３４】
　好適には、それぞれのモジュール４１は、中央コントローラ２９に対して望むように力
学的に装填および脱装填されるシステムレベル機能を実行する一連のルーチンを含む。従
って、中央コントローラ２９はオープン仕様の構造で設計されており、必要に応じて様々
な個々のモジュール４１の追加、取り出し、及び／又は交換を許容する。このように中央
コントローラ２９は、現行出版フレームワーク内ではあるが、将来の変更に適応できる能
力を備えた、出版前のオーサ派生タスクから出版後の出版者関連配布およびライセンス供
与タスクまでの論文提出プロセスに関する通信と取引をコーディネートできる。
【００３５】
　特定のモジュール４１は、特定ステージの著作ワークフローに関わる主機能を管理する
ように設計されていることは重要である。
【００３６】
　例として、オーサ提出サービスモジュール４１－７は、著作ワークフローのサブミッシ
ョンステージに関係する主機能（例：プロジェクト着想から出版のための論文提出まで）
を管理するように設計されている。従って、オーサ提出サービスモジュール４１－７は好
適には認可取得機能４３－１、論文リビュー機能４３－２、論文ポリシング機能４３－３
、提出優先機能４３－４、提出連続段階機能４３－５、料金処理機能４３－６、および状
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況の警告（警戒）機能４３－７を含み、それぞれの機能４３の役割は以下でさらに詳細に
説明する。
【００３７】
　別実施例として、出版前サービスモジュール４１－８は、著作ワークフローの出版前ス
テージと関係する主機能（例：出版前の論文のチェック、校正、および仕上げ）を管理す
るように設計されている。従って、出版前サービスモジュール４１－８はピアレビュー機
能４５－１と原稿追跡機能４５－２を含み、それぞれの機能４５の役割は以下でさらに詳
細に説明する。
【００３８】
　さらに別な例として、出版サービスモジュール４１－９は、著作ワークフローの出版ス
テージと関連する主要機能（例：著作者料の集金）を管理するように設計されている。従
って、出版サービスモジュール４１－９は料金処理および集金機能４７－１並びに出版警
告機能４７－２を含み、それぞれの機能４７の役割は以下でさらに詳細に説明する。
【００３９】
　さらに別な例として、プロモーションサービスモジュール４１－１０および記録保存サ
ービスモジュール４１－１１は、著作ワークフローの出版後ステージに関連する主要機能
（例：論文ライセンス供与）を共に管理するように設計されている。以下でさらに詳細に
説明するように、プロモーションサービスモジュール４１－１０は印刷オーダ機能４９－
１と、ライセンス機能４９－２と、発見可能性増進機能４９－３とを含み、記録保存サー
ビスモジュール４１－１１は履歴追跡機能５１－１を含む。
【００４０】
　データ保存装置３１は著作ワークフローに関する選択された情報の保存を担当する。装
置３１に保存される特定の情報は以下でさらに詳細に説明する。説明を容易にするため、
データ保存装置３１はここではコントローラ２９と同じ設備内に位置するように示されて
おり、そこに直接通信経路３２を介して（例：ローカルエリアネットワークによって）電
子的に接続されている。しかし、データ保存装置３１は遠隔的に配置でき、本発明の精神
から逸脱せずに別手段によって（例：クラウドを介して）コントローラ２９に電子的に接
続できる。
【００４１】
　データ保存装置３１は、データベース管理システムによって管理される複数の選択的に
相関するデータベース５３が提供されている標準保存装置である。好適には、コンテンツ
保全システム（図示せず）がデータ保存装置３１をモニターし、必要なデータ保護を提供
する。
【００４２】
　簡単に上述したように、データ保存装置３１は複数のデータベース５３を含む。この実
施例では、データ保存装置３１はオーサデータベース５３－１、関係データベース５３－
２、研究助成データベース５３－３、および関係当事者管理データベース５３－４を含む
。それぞれのデータベースの機能は以下でさらに詳細に説明されている。
【００４３】
　上記のデータ保存装置３１に提供された特定データベース５３は単に例示である。実際
には、データ保存装置３１はそれより少ないか多い数の指定データベースを含んで、本発
明の精神から逸脱せずに別の性能を備えたワークフロー管理システム２８を提供すること
ができることは理解されるべきである。
【００４４】
　オーサデータベース５３－１は、それぞれの登録されたオーサ１５のプロフィールを確
立して追跡するように設計されている。それぞれのオーサ１５に関して収集されたデータ
は、特に、全ての新規及び／又は以前に出版された作品、助成履歴、利用統計、購入履歴
、並びに他の関連データを含むことができる。
【００４５】
　関係データベース５３－２は、ワークフロー管理システム２８を介してシステム１１の
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関係当事者間の相互活動を追跡するように設計されている。例えば、関係データベース５
３－２は、所定の研究誌でコラボレート（協力）する登録オーサ１５間の相互活動を追跡
する。別例として、関係データベース４３－２は、登録オーサ１５と特定団体とのリンク
（例：オーサ１５が大学の学部であるその団体に雇用されている場合）を維持する。
【００４６】
　研究助成データベース５３－３は、助成に関するデータを編集するように設計されてお
り、よって、（ｉ）各助成の主題領域、（ｉｉ）関連助成機関１７、および編集委員会、
並びに政府機関等の関係意思決定団体のリスト、および（ｉｉｉ）機構１３を介して提出
された過去の助成に関する履歴データ、等を含んだ情報、および助成申請と助成受領者か
らの文章コメントで満たされている。
【００４７】
　アプリケーションサーバ（例：コントローラ２９）と接続状態の関係当事者管理データ
ベース４３－４は、指定されたチャットルームおよびディスカッションボードの利用を通
じて関係当事者コメントおよび相互活動を促進するように設計されている。その意図の結
果として、関係当事者管理データベース５３－４は好適にはオーサデータベース５３－１
および関係データベース５３－２と密接に一体化している。
【００４８】
　　　　　　　　研究論文プロセス進行実行法１１１
【００４９】
　図４で示すように、ワークフロー管理システム２８は、特に、着想から出版後まで研究
論文プロセスの進行を実行するための新規な方法を実施するように設計されている。この
方法１１１は以下において詳細に説明されている。以下でさらに説明されているように、
方法１１１はシステム１１の関係当事者間で情報を効果的および確実な方法で交換させる
。これは本発明の主要な目的である。
【００５０】
　図示されているように、方法１１１はオーサ１５（例：オーサＡ）による決定に基づい
て開始し、出版のためのプロジェクトを始動させる。このプロジェクト始動ステップは参
照番号１１３で示されている。プロジェクト始動ステップ１１３の一部として、オーサ１
５は機構１３で、中央コントローラ２９によって操作される好適なウェブポータルを介し
て（例：好適なユーザネームとパスワードの入力を要するオープンＩＤ／リンク確認シス
テムを介して）適切な登録情報を確認しなければならない。続くステップ１１５では、デ
ータ保存装置３１のオーサデータベース５３－１に保存された登録情報表に対して入力さ
れたログイン情報を引照して、中央コントローラ２９はオーサ１５が以前に著作アカウン
トを機構１３に確立したか否かを決定する。
【００５１】
　理解されるであろうが、確認モジュール４１－１には、オーサと創作者のためのユニー
クな識別子であるオープン研究者及び貢献者ＩＤ（ＯＲＣＩＤ）を創作および維持するた
めのツールが提供されている。従って、もしオーサ１５が機構１３に以前に登録されてい
なければ、オーサ１５にユーザ指定登録情報を提供するように要請する好適なウェブペー
ジが起動される。この登録ステップには参照番号１１７が付与されている。それに対応し
て好適なオーサアカウントがオーサデータベース５３－１に設定される。これは、特に新
規作品および以前に出版された作品、助成履歴、利用統計、購入履歴、および他の関係デ
ータに関したオーサ１５のプロフィールを設定して追跡するのに利用が可能である。登録
ステップ１１７が完了すると、方法１１１はアイデア着想ステップ１１９に進行する。
【００５２】
　一方、もしオーサ１５が機構１３に以前に登録されていれば（保存されたアカウント情
報に対して提供されたログイン情報を引照することにより確認）、方法１１１は登録情報
入力ステップ１１７を省略してアイデア着想ステップ１１９に直接的に進行する。
【００５３】
　アイデア着想ステップ１１９では、オーサ１５は、後に研究助成申請の基礎を形成する
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ことになる研究プロジェクトのためにアイデアの着想および形成に携わる。ステップ１１
９でオーサ１１５を補助するため、コンテンツ発見サービスモジュール４１－２はオーサ
１５に、その分野の他の関係出版物（およびその編集者並びに出版物に係わった助成団体
）を検索することを含んで、そのプロジェクトに関係する予備再検索を実行するためのサ
ービスその他へのアクセスを提供する。コンテンツ発見サービスモジュール４１－２はさ
らに、コンテンツビューアを介してコンテンツをレンタルして調べ、ノートを取り、ブッ
クマークし、追加のリソースの推薦を受領し、図書目録情報を記録するためのツールを含
む。
【００５４】
　コンテンツ発見サービスモジュール４１－２を介してオーサ１５に提供されたコンテン
ツビューアは、好適にはコンテンツに埋め込まれた参考文献を認知させる。またコンテン
ツビューアは、研究論文のためのＰｕｂｇｅｔ（登録商標）検索エンジンのごとき知られ
た他の検索ツールにリンクできるか、それを埋め込む。例えば、コンテンツビューアサー
ビスの経路または収蔵情報は、検索者を記名および無記名コンテンツにリンクさせるのに
利用が可能である。好適にはコンテンツ発見サービスモジュール４１－２はさらに同業者
とのコラボレーションのためのソーシャルメディアツールを提供する。
【００５５】
　コンテンツ発見サービスモジュール４１－２を介して提供されるコンテンツは、著作権
保護コンテンツの利用のために必要なライセンスを取得するためにライセンスサービスモ
ジュール４１－３と交流する。一方、ライセンスサービスモジュール４１－３は、権利管
理モジュール４１－４に定義されている規則によって管理される。必要であれば、将来の
アクセスのためにオーサデータベース５３－１に保存された検索用語および備考を使用し
て、この規則は出版者１９によって提供されるコンテンツ情報、並びにオーサデータベー
ス５３－１から得られたオーサ情報を利用することで確立されている。
【００５６】
　着想ステップ１１９の完了で、特にプロジェクトに関するさらなる研究をサポートする
ため、並びに研究成果としての専門誌論文を草稿するためにオーサ１５は提携助成機関１
７から資金援助を得るように努める。その助成申請ステップには参照番号１２０が付与さ
れている。以下で説明するように、ワークフロー管理システム２８は幾つかのステージを
通じた助成申請プロセスをサポートするように設計されている。
【００５７】
　助成申請ステップ１２０の一環として、オーサ１５は、著名な出版物、並びに、そのよ
うな出版物に関与する編集者および助成団体の関連情報源の再検索を継続する。特定のリ
ソースへのアクセス許可が必要であるなら、オーサ提出サービスモジュール４１－７の許
可取得機能４３－１がオーサ１５からの許可要請を発生させ、適した出版者１９から第三
者ＳＴＭ専門誌論文の再使用権利を取得させる。
【００５８】
　オーサ１５はオーサ提出サービスモジュール４１－７の専門誌編集者事実情報機能４３
－２を介して特定の出版者から関係助成関連情報も取得できる。例えば、オーサ１５は、
（ｉ）過去の助成受領者、（ｉｉ）成功した助成獲得に関する特定主題または論題、並び
に（ｉｉｉ）編集者および助成申請レビューアのプロフィールその他を発見できる。
【００５９】
　望むなら、オーサ１５は質問を関係当事者に対して行い、以前のフィードバックを調べ
るために、関係データベース５３－２をコラボレータ（協力者）の検索とコラボレータと
の通信に追加的に利用できる。助成申請が準備されると、オーサ１５は、（ｉ）フィード
バックのため、助成申請から説明文のさらに長い選択肢を選別ピアレビューア２５と共有
し、及び／又は（ｉｉ）オーサ提出サービスモジュール４１－７の論文ポリシュ機能４３
－３を利用して、指定されたテキスト編集者２３または仲間からの助成申請の編集に援助
を求めることができる。
【００６０】
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　オーサ提出サービスモジュール４１－７の論文ポリッシュ機能４３－３は、指定された
提携シップを通して言語ポリッシュ・翻訳サービスをサポートする。さらに、盗作を防ぐ
ため、論文ポリッシュ機能４３－３は盗作検出モジュール４１－５と協力し、コンテンツ
発見サービスモジュール４１－２を使用して収集された再検索を考慮して助成申請を分析
する。
【００６１】
　助成申請ステップ１２０は、自動化された連続段階助成申請サブミッションプロセスを
利用して全体効率を高める。特に、オーサ提出サービスモジュール４１－７のサブミッシ
ョン優先化機能４３－４を通して、オーサ１５は、そこからの助成が望まれる助成機関１
７を優先化または優先ランク付けする。助成団体階層化が完成すると、提出連続段階式機
能４３－５は自動的に完成した助成申請をオーサ１５の代理で階層の最高ランクである助
成機関１７に提出する。
【００６２】
　ステップ１２１で、助成申請は提出物を受領した助成機関１７によって検討され、助成
機関１７からの承認または否認は提出連続段階式機能４３－５によって直接的に受領され
る。もし助成申請がレビュー機関１７によって拒否されたら、方法１１１はステップ１２
０に戻り、提出連続段階式機能４３－５はオーサ１５に成り代わって、以前に完成された
階層の次のランクの助成機関１７に対する助成申請の提出を開始する。このプロセスは助
成機関１７によって助成申請が認められるまで反復される。助成申請が認められると、方
法１１１は再検索・論文草稿ステップ１２３に進む。
【００６３】
　理解されるであろうが、ワークフロー管理システム２８が完了した助成申請を好適優先
リストの助成機関１７に自動的に提出する連続段階式形態は、オーサ１５が助成団体から
の資金援助を求める従来方法（例：人力によって１つの助成申請を提出し、続く要請を提
出する前に回答を待つ）を大きく効率化する。従って、上述の助成申請提出プロセスは本
発明の主要で新規な特徴として機能する。
【００６４】
　ステップ１２３で、提携助成機関１７によって助成されているオーナ１５はプロジェク
トのための主研究、および研究から派生する論文の草稿に携わる。オーサ１５はさらにス
テップ１２３の最中に、限定はしないが、著作権対象出版物の利用許可を取得し、利用さ
れる編集スタッフ、並びに関係当事者内でインパクトを与える統計（例：論文が読まれた
回数、引用回数、ライセンス供与回数、等々）のごとき、それらに関連する関連情報を調
査するため、その分野で出版された論文を探索する、等々である様々な目的でオーサ提出
サービスモジュール４１－７を利用することができる。
【００６５】
　オーサ提出サービスモジュール４１－７によって提供される機能の一部はオーサ１５に
よって無料で利用が可能であろう。オーサ提出サービスモジュール４１－７によって提供
される他の機能は利用料を払った加入者だけが利用できる。このシナリオでは、オーサ提
出サービスモジュール４１－７はユーザ間で機能利用性を容易に差別化できるであろう（
例：オーサデータベース５３－１でのオーサ１５の支払カテゴリの審査による差別化）。
【００６６】
　ステップ１２３の一部として、オーサ提出サービスモジュール４１－７の論文ポリッシ
ュ機能４３－３を介して草稿論文を（ウェブサイトでの発見性を向上させるために）編集
、翻訳及び／又は再構成するため、オーサ１５はオプションでテキストを完成させる（po
lishing）装置２３を利用できる。
【００６７】
　論文の状態に満足したら、オーサ１５は選択されたＳＴＭ出版者１９に対する論文提出
プロセスに携わる。この論文提出ステップには参照番号１２５が付与されている。助成申
請ステップ１１９と同様に、論文提出ステップ１２５は、自動化された連続段階式サブミ
ッションプロセスを活用して全体効率を改善する。特に、オーサ提出サービスモジュール
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４１－７の優先化機能４３－４を通して、オーサ１５は、そこでの論文の出版が望まれる
ＳＴＭ出版者１９を優先化または優先ランク付けする。最終的な出版者階層化がオーサ１
５によって確認されると、提出連続段階化機能４３－５は仕上がった研究論文をオーサ１
５に代わって自動的に階層の最高ランクの出版者１９に提出する。
【００６８】
　ステップ１２７で、研究論文は出版提出物を受領した出版者１９によってチェックされ
る。研究論文の提出が出版者１９によって拒絶されたら方法１１１はステップ１２５に戻
り、オーサ提出サービスモジュール４１－７の連続段階式機能４３－５が、オーサ１５の
代わりに、以前に完成された階層の次のランクの出版者１９に対して仕上り論文の提出を
始動する。このプロセスは、論文出版提出物が出版者１９に受け入れられるまで反復され
る。
【００６９】
　理解されるであろうが、ワークフロー管理システム２８に、選別された優先化リストの
出版者１９に研究論文を自動的に提出させる連続段階式形態は、（例：それぞれの出版者
１９によって維持される電子ベース提出システムの利用を通じて）オーサ１５が出版会社
との論文出版の同意に至るまでの従来方法を大きく効率化する。
【００７０】
　著作ワークフローのサブミッションステージの一部として、オーサ提出サービスモジュ
ール４１－７の料金処理機能４３－６は、オーサ１５から出版者１９への論文提出料の電
子支払いを管理する。さらに、オーサ提出サービスモジュール４１－７の状況警告機能４
３－７は、多様なユーザ特定状況警告を選択された個人（例：論文が出版のために提出さ
れたときは提携助成機関１７に、論文が出版者１９によって出版のために受け入れられた
ときには、提携助成機関１７およびオーサ１５に、等々）に（例：ＥメールまたはＲＳＳ
ストリームによって）自動的に送るように設計されている。
【００７１】
　出版の要請が受け入れられると、方法１１１は、論文をピアレビューアまたは委員会２
５によってチェックさせる著作ワークフローの出版前ステージで論文レビュー／仕上げス
テップ１２９に進行する。ピアレビューと、出版前サービスモジュール４１－８の編集者
補助機能４５－１を介してピアレビュー（同業者の評論家）のサポートが提供される。
【００７２】
　（ｉ）関連論文に導き、（ｉｉ）論文に新規の参考文献を関連付け、（ｉｉｉ）文章コ
メントまたは画像コメントに関連する参考文献を取り付けるために、出版前サービスモジ
ュール４１－８のピアリビュー・編集アシスタンス機能４５－１は、好適には、論文に振
り当てられたそれぞれのピアレビューア２５にコンテンツ発見モジュール４１－１の機能
性に対するアクセスを提供するように設計されている。さらに、盗作検出モジュール４１
－５は、盗作を検出し、論文内で引用されている関連論題と作品の両方を研究し、出版者
基準を遵守するためにピアレビューア２５および編集者２３によって利用が可能である。
【００７３】
　出版前サービスモジュール４１－８には、ピアレビューア２５によって提案されるテキ
スト改変を収集し、出版者１９によって改変を受け入れさせるか拒絶させる原稿追跡機能
４５－２が追加的に提供される。原稿追跡機能４５－２はさらに、（ｉ）オーサ１５から
出版者１９への著作権の移転を管理し、（ｉｉ）論文の状況（改定提案の受入れ／拒絶、
およびレビューア注釈を含む）に関してオーサ１５をアップデートし、（ｉｉｉ）論文に
振り当てられたそれぞれのピアレビューア２５に関するデータ（例：経験、レビューされ
た過去の論文）を編集し、（ｉｖ）ライセンス供与のオプションと限界に関する情報を管
理する。
【００７４】
　ステップ１２９の完了で、研究論文は最終仕上げされ、出版が承認され、プロセスは著
作ワークフローの出版ステージに進行する。従って、ステップ１３１で、オーサ１５によ
る出版者１９への納金が必要な出版料（例：オープンアクセス料、頁料及び／又は彩色料
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）が出版サービスモジュール４１－９の料金処理・集金機能４７－１によって取り扱われ
る。特に、機能４７－１は、オーサ１５と出版者１９との間の料金交渉の支援、オーサ１
５からの電子納金の集金、その支払金の出版者１９への支払い、および出版者に対する必
要な支払いの事実の助成機関１７に対する通知を担当する。さらに、ワークフロー管理シ
ステム２８は、（ｉ）記事に対する全権利（オーサ１５、出版者１９、あるいは別当事者
が所有）の管理を継続し、（ｉｉ）論文に関するメタデータを追跡する。
【００７５】
　ステップ１３１での正当な出版料の受領で、出版者１９はステップ１３３で論文を出版
し、著作ワークフローの出版ステージを終了する。出版ステップ１３１の一部として、ワ
ークフロー管理システム２８によって電子通知が該当する助成機関１７とオーサ１５に出
版モジュール４１－９の警告機能４７－２によって送られる。
【００７６】
　著作ワークフローの出版後ステージの一部として、方法１１１は出版ステップ１３３か
ら論文プロモーションステップ１３５に進行する。そこでは、課金、集金、報告および顧
客サービスが出版者１９のために集積されている。特に、ステップ１３５では、ワークフ
ロー管理システム２８は、出版された論文のプロモーションを、特に、（ｉ）プロモーシ
ョンサービスモジュール４１－１０のオーダ機能４９－１を介して（再プリント実行モジ
ュール４１－６および出版者１９と共同で）再プリント、レンタルおよび実行を管理し、
（ｉｉ）プロモーションサービスモジュール４１－１０のライセンス供与機能４９－２を
介して（権利管理モジュール４１－４と共同で）ライセンス供与の機会を取り扱い、（ｉ
ｉｉ）プロモーションサービスモジュール４１－１０の発見性増進機能４９－３を介して
（語義インデックスモジュール４１－１２と共同で）出版者ウェブサイトのごときウェブ
サイトで論文の発見性を増進することによって支援する。
【００７７】
　著作ワークフローの出版後ステージの追加要素として、方法１１１はデータ記録ステッ
プ１３７で終結する。ステップ１３７で、履歴追跡機能５１－１は記録保存サービスモジ
ュール４１－１１で、データ保存装置３１に保存された履歴データに対するアクセスを提
供する。この履歴データは、論文改定および論文の将来の改定が必要になった場合に備え
てオーサ１５による潜在的な利用のために指定された個人記録である。記録保存サービス
モジュール４１－１１のバージョン履歴およびインパクトファクタ追跡機能は、論文出版
者１９、オーサデータベース５３－１、およびコンテンツ発見モジュール４１－２の推薦
機能と共に機能し、記事バージョン履歴とインパクト追跡を提供する。
【００７８】
　顧客サポートモジュール４１－１３は、出版者１９およびオーサ１５と共に（オーサデ
ータベース５３－１を介して）機能する中央化モジュールであり、必要に応じて著作ワー
クフローを通じて必要な顧客サポートサービスを提供することは特記すべきことである。
【００７９】
　　　　　　　　　　本発明の選択特性および利点
【００８０】
　詳細に上述した方法１１１は、従来の著作ワークフローを上回る幾つもの優れた利点を
提供する。
【００８１】
　第１の利点として、方法１１１は、アイデアの着想から、資金援助のための申請、原稿
の創出、および最終的には出版後の全体的なプロセスに至るまで著作経験における多数の
ステージを簡素化し、効率を高め、出版者のコストを低減する総合的な統一型ウェブ利用
ワークフローソリューションである。
【００８２】
　第２の利点として、方法１１１は、特に、（ｉ）検索方針記録や推薦を少なくしてコン
テンツ検索を実行させ、（ｉｉ）オーサ１５によって研究論文に最終的に取り入れられる
第三者の作品へのライセンスを取得させ、（ｉｉｉ）類似プロジェクトに関与した出版者
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を提供するためのツールを含むことで、オーサ１５が研究を実行する方法を改善する。
【００８３】
　第３の利点として、方法１１１は、オーサ１５に、（ｉ）助成機関１７に関する関連情
報、および、機構１３を介して提出された過去の助成に関する履歴データを含んだ有用な
助成情報のデータベースへのアクセス、および（ｉｉ）次々に（連続して段階的に：「ca
scading」）優先リストの助成機関１７に助成申請を提出する能力を提供することによっ
て助成獲得プロセスを実行する。
【００８４】
　第４の利点として、方法１１１は、オーサ１５に、（ｉ）出版者１９に関する関係情報
を再検索し、（ｉｉ）次々に（連続して段階的に：「cascading」）出版要請を優先リス
トの出版者１９に提出する能力を提供することで出版物サブミッションプロセスを実行す
る。
【００８５】
　第５の利点として、方法１１１は、オーサ１５に研究論文の選択を選別個人と共有させ
、フィードバック、テキストポリシュ及び／又は翻訳サービスを要求させる。
【００８６】
　第６の利点として、方法１１１は、オーサ（著者）１５及び／又は助成機関１７から出
版者１９への支払いを含んで、全部の料金の取り扱いを単純化された方法により電子的に
処理するようにデザインされている。
【００８７】
　第７の利点として、方法１１１は、著作ワークフロー（authorship workflow）の選択
されたステージを通じてオーサ１５と助成機関１７の両方に対する様々な自動警告（例：
状況警告、料金支払い、等々）を提供するようにデザインされている。
【００８８】
　第８の利点として、方法１１１は、ピアレビューア２５に、（ｉ）研究論文へ電子アク
セスし、（ｉｉ）関連コンテンツを検索し、潜在的な盗作をチェックし、新しい参考文献
を作品と関連付け、文書または画像コメントに関連する参考文献を取り付け、（ｉｉｉ）
出版者１９によって承認あるいは拒絶される可能性がある論文に直接的に編集を組み込む
ツールを提供する。
【００８９】
　上述の実施例は単に例示を目的としており、当該分野の専門家であれば、本発明の精神
から逸脱せずにそれらに様々な変更および改良を加えることができるであろう。そのよう
な変更および改良は「請求の範囲」で定義した本発明の範囲内である。
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