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オープンサイエンス

とは？

学術は本来的にオープンなのでは・・・？



英国王立協会 Philosophical Transactions
…オープンな学術活動の淵源

 英国王立協会より1665年創刊

 現在の学術雑誌の基本機能が創
刊号から盛り込まれる。
 登録（日付、出所）

 認定（査読）

 伝承・保存

 それまで書簡や暗号でやりとりされ
ていたことによる、学術発展の阻害
要因を解消。
 誰の新規研究であるのかの判定

 他研究者の知見を土台とした、学術の
積み重ね

4Source: Wikipedia, “Philosophical Transactions of the Royal Society”
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_Transactions_of_the_Royal_Society



多様なオープンな学術活動の総称としての
オープンサイエンス
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オープンデータ

オープンな
ラボブック
/ワークフロー

データ集中科学

市民科学

オープンコード

プレプリント

オープン

アクセス 異なる
評価システム

協働的
目録作成

科学ブログ
オープン引用

Source: European Commission, “Open Innovation, Open Science, Open to the World—a vision for Europe,” 2016



政策文書にみる
「オープンサイエンス」の定義

 明確な定義なし*

 一般的理解
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1. 学術研究および学術を整理するため
の新しい方法

2. デジタル技術により可能となる

3. アカデミアにおける価値基準を変える

（＊）OECD, “Making Open Science a Reality”（2015）
https://www.fct.pt/dsi/docs/Making_Open_Science_a_Reality.pdf

「徐々にあり方が
変化していく」

というのが
ポイント！



Open Science…European Commission (2014)

…Public Consultation ‘Science 2.0’: Science in Transition

‘Science 2.0’ describes the on-going evolution in the modus 
operandi of doing research and organising science. These 
changes in the dynamics of science and research are enabled by 
digital technologies and driven by the globalisation of the 
scientific community, as well as the increasing societal demand 
to address the Grand Challenges of our times. They have an 
impact on the entire research cycle, from the inception of 
research to its publication, as well as on the way in which this 
cycle is organised.

7



オープンサイエンスの

駆動力

a. デジタル時代の新たな
可能性

b. 説明責任への要求

c. 研究の歪みの表出



9

a. デジタル時代の新たな可能性
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研究活動におけるデジタルデータの氾濫

データ収集時

データ加工・解析

・可視化

データ保存時
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経験科学

理論科学

データ集中科学

計算機科学



グローバル化と協働作業
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 インターネットの出現
により、国際共同研究
の機会が拡大

 情報の共有・保存
のためのプラットフ
ォーム

 オンライン・コラボレ
ーションのプラットフ
ォーム

Source: Open Science Framework
https://cos.io/our-products/open-science-framework/
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b. 説明責任への要求
ー公的資金を得た研究成果の公開



米国における学術論文のオープンアク
セスポリシーにつながった働きかけ

15



助成機関のOA義務化の受け皿となった分野別
リポジトリの代表格ーPubMed Central（PMC）

 米・NIHの運営する生物医学・生命科学のオンライン論文
アーカイブ

 2007年、NIHから資金を得てなされた研究成果は、学術雑
誌で発表後一年以内に、論文全文を公衆が無料でアクセス
できる状態にしなければならないことが義務化された。
 具体的には、NIHの研究成果である論文の著者最終稿をPMCに登

録することとなった。

16

 2018年7月現在、計500万本の論文アーカイ
ブを収容・提供する。

 なおPubMed Centralは、2012年にPMCへと
名称変更された。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/



学術論文の公開から、
研究データの公開へ

17

公的資金

による

研究成果

研究

データ

学術論文
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c. 研究の歪みの表出



知識の爆発的増加と
タコツボ化、学際領域化

19

（出典）「爆発する知識」プラチナ構想ハンドブック

https://www.platinum-handbook.jp/contents/3/



論文数で測られる研究力

20



Publish or Perish
出版せよ、さもなくば滅びよ

21

とにかく論文発表をし続けないと、
職が続かない・・・。



22Source: The Retraction Watch Leaderboard
https://retractionwatch.com/the-retraction-watch-leaderboard/ (Accessed 2019/11/24)



研究再現性の危機
…科学者1500名へのアンケート (2016)

23Source: Nature, “1,500 scientists lift the lid on reproducibility” (2016.7.26)
https://www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-the-lid-on-reproducibility-1.19970

研究再現性の危機はあるか？ 研究を再現できなかったことはあるか？

ある

少し

ある

他人の研究

自分の研究



研究再現性の危機（心理学）
…Reproducibility Project: Psychology

 心理学分野の学術論文100本について、
その再現性を検証したもの。

 同じ方向性の結果を得たのは39本に留ま
り、残りの６割強は再現性が低かった。

 心理学の分野では、著名研究者の論文も
再現できないという指摘が相次ぎ、このよ
うな検証実験がなされた。

 リーダーのBrian Nosekは、
COS(Center for Open Science)を立
ち上げ、OSF（Open Science 
Framework）の開発を指揮している。

24Source: Nature, “Over half of psychology studies fail reproducibility test” (2015.9.27)
https://www.nature.com/news/over-half-of-psychology-studies-fail-reproducibility-test-1.18248

再
現
性
な
し（
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本
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再
現
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り
（
39
本
）



先進国、特に英語圏における
査読疲れ

Nature, “Peer reviewers unmasked: largest global survey reveals 
trends” (2018.9.7)

出版社の査読依頼数

査読引受率

43%
査読完了率

査読した論文数

投稿論文数

25



オープンサイエンスの

具体的な動き

a. 説明責任への対応

b. 研究の歪みへの対応

c. オンライン研究インフラ
の構築
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a. 説明責任への対応
―研究助成機関のOA/OS要求



日本の助成機関のOA/OS方針

28

 「日本学術振興会の事業における論文のオープンアクセ
ス化に関する実施方針」（2017.3.9）

 JSPS助成による論文については、原則OA

 研究成果報告において、OAの有無をチェック

日本学術振興会

 「オープンサイエンス促進に向けた研究成果の取扱いに
関するJST の基本方針」（2017.4.1）

 JST助成による論文については、原則OA

 論文のエビデンスデータは公開することを推奨

 研究採択後のデータマネジメントプランの提出を義務付け

科学技術振興機構



研究データ管理計画
Data Management Plan (DMP)

研究者が、研究プロジェクト期
間中に取得する研究データに
ついて、その管理・保存方法
や公開の有無、共有の方法を
記すもの。

近年、研究助成機関から、競
争的資金申請時あるいは採択
時に、求められるようになった。

日本ではJSTが、2018年度よ
り作成を求めている。

29

データ
生成

データ
加工

データ
解析

データ
保存

データ
共有

データ
再利用

データ

ライフサイクル

大学図書館が、
研究者にDMPの
作成方法を助言

しているよ！
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b. 研究の歪みへの対応



日本における研究不正防止に関わる
政策動向…研究データに関連して

31

 科学技術・学術審議会 研究活動の不正行為に関する特別
委員会「研究活動の不正行為への対応のガイドラインにつ
いて」（2006.8.8）

 文部科学大臣決定「研究活動における不正行為への対応
等に関するガイドライン」（2014.8.26）

 研究不正防止に関わる「機関の責任」の明確化

 一定期間の「研究データの保存・開示」の明確化

 日本学術会議「（回答）科学研究における健全性の向上に
ついて」（2015.3.6）

 「研究データ10年保存ルール」の提示



学術雑誌における根拠データの要求
…Joint Data Archiving Policy (JDAP) 

 JDAPは、「学術論文の根拠データが公開されていることを
要求する、学術雑誌の方針」である。

 この方針を打ち出している学術雑誌に投稿する場合は、論文の根
拠データをどこかのリポジトリにて公開する必要がある。

 JDAPは2011年、進化論の分野の学術雑誌がとりまとめ、
公開リポジトリの一つであるDRYADにポリシーを掲載して
いる。

 他の分野の学術雑誌も「Supplements」という形で、論文
の根拠データを要求するようになっている。

32(出典) DRYAD, “Joint Data Archiving Policy (JDAP) ”
https://datadryad.org/pages/jdap



研究前査読の試み
…Registered Reports
 研究を実施する前段階において、リサーチクエスチョンと研

究手法について、査読を行う。

 これにより、（論文の査読を通るための）自分に都合の良い
結果のみを投稿するといった、問題ある研究実践が軽減さ
れることを期待している。

 既に125の学術雑誌が、この方法に取り組み始めている。

33(出典) Center for Open Science (COS), “Registered Reports”
https://cos.io/rr/



デジタル時代の研究評価の可能性
…卓越研究 vs 健全な研究

 冊子体時代の論文の採択は、冊子や本棚の物理的制約を
受けていたため、卓越した研究しか採択が出来なかった。

 デジタル時代の電子ジャーナルは、筋が通っていれば、特
別に卓越でなくても論文を採択とできる。
 論文の健全性の評価（soundness of science）

34

電子ジャーナル（メガジャーナル） 冊子体の学術雑誌

収録可能な論文数 無限 有限

査読方法 研究の健全性と
することも可能

研究の卓越性

査読対象 関連資料（データ、コード、その他）も含
むこと可能

論文のみ

メリット  ネガティブな結果も収録可能
 研究のバイヤスや重複研究の回避
 研究をより正確に後世に伝承可能

 論文が厳選される
 読書負担の軽減



学術評価方法の改革
…査読システム

 オープン査読（Open Peer Review）

 査読内容が公開される。査読者の名前は、公開/
非公開、共にあり

 査読の透明性確保。

 出版後査読（Post Publication Peer Review）

 論文が採択・出版されてから、査読される。

 出版までの時間短縮。かつ、論文のインパクトが
時間をおいて形成されることにも対応。

 カスケード査読（Cascading Peer Review）

 論文が棄却された際、そのときの査読内容を、次
に投稿する雑誌に引き継ぎ。

 査読のコスト削減と、効率性の確保。
35

論文は、投稿されてか
ら出版されるまで、

時間がかかりすぎる！

査読すべき論文
が山積み！

この査読者は、私
の研究を本当に理
解しているのか?!



学術評価基準の改革
…研究データと社会的インパクト

論文だけでなく、研究データを評価する。

 データジャーナル

 データ引用

社会的インパクトを評価する。

 Altmetrics

36http://www.nature.com/sdata/ https://www.journals.elsevier.com/data-in-brief    https://www.datacite.org/
http://altmetrics.org/manifesto/     https://impactstory.org/     https://www.altmetric.com/       http://readermeter.org/   



研究評価に関するサンフランシスコ宣言
San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)

37

論文が発表された「雑誌のIF」により研究が評価されている
ことを問題意識として、研究を「質」や分野特性に応じて評
価すべきとしている。

Source: San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)
https://sfdora.org/
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c. オンライン研究インフラの構築



データリポジトリ

一般的データリポジトリ

分野別データリポジトリ
 多数あり

39



クラウド型の機関リポジトリ環境提供サービス

―JAIRO Cloud
 2012年度開始

 各大学の機関リポジトリ（IR）のホスティングサービス

 各大学はあたかも自分で機関リポジトリを持っているように見える。

 近年は、機関リポジトリを独自に運営していた大規模大学も、移行。

40

■ JAIRO Cloudで公開予定
■ JAIRO Cloud利用
■独自構築

811 IRs 
IRの数では、

世界1位の日本!



人文学・社会科学データインフラストラ
クチャー構築推進事業(JDCat)

41Source: https://www.jsps.go.jp/data_infrastructure/

人社系の

データが

一カ所で

検索可能

となる！



European Open Science Cloud
(EOSC)

 EOSC aims to accelerate and support the 
current transition to more effective Open 
Science and Open Innovation in the Digital 
Single Market.

 KEY FACTORS:
 New modes of scholarly communication
 Modern reward and recognition practices need 

to support data sharing and re-use.
 Core data experts need to be trained and their 

career perspective significantly improved.
 A real stimulus of multi-disciplinary 

collaboration requires specific measures in 
terms of review, funding and infrastructure.

 The transition from scientific insights towards 
innovation needs a dedicated support policy.

42Source: European Commission: Realising the European Open Science Cloud
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/realising_the_european_open_science_cloud_2016.pdf#view=fit&pagemode=none



NII Research Data Cloud

43

• 機関リポジトリ＋分野別リポジトリやデー
タリポジトリとも連携

• 研究者や所属機関、研究プロジェクトの情
報とも関連付けた知識ベースを形成

• 研究者による発見のプロセスをサポート

⾧期保存対応ストレージ領域

Cold
Storage

Cold
Storage

Cold
Storage

Hot
Storage

Hot
Storage

Hot
Storage

データ公開基盤

メタデータ集約・管理
知識ベースの構築

成果論文 研究データ

機関向け研究データ管理公開・蓄積管理・保存

検索・利用

非公開 共有 公開
• データ管理基盤における簡便な操作で研究
成果の公開が可能

• 図書館員やデータキュレータによる、メタ
データや公開レベル統計情報などの管理機
能の提供

• データ収集装置や解析用計算機とも連携
• 研究遂行中の研究データなどを共同研究者
間やラボ内で共有・管理

• 組織が提供するストレージに接続した利用
が可能

分野別
リポジトリ

海外の
研究データ
公開基盤DOI ORCIDデータ検索基盤

by

直結

アクセスコントロール

実験データ
収集装置

解析用
計算機

データ管理基盤

次期



データ共有の基準としてのFAIR原則
FAIR Data Principles

 To be Findable: (見つけられるために)
 F1. （メタ）データが、グローバルに一意で永続的な識別子（ID）を有すること。

 F2. データがメタデータによって十分に記述されていること。

 F3. （メタ）データが検索可能なリソースとして、登録もしくはインデックス化されていること。

 F4. メタデータが、データの識別子（ID）を明記していること。

 To be Accessible: (アクセスできるために)
 A1. 標準化された通信プロトコルを使って、（メタ）データを識別子（ID）により入手できること。

 A1.1 そのプロトコルは公開されており、無料で、実装に制限が無いこと。

 A1.2 そのプロトコルは必要な場合は、認証や権限付与の方法を提供できること。

 A2. データが利用不可能となったとしても、メタデータにはアクセスできること。

 To be Interoperable: (相互運用できるために)
 I1. （メタ）データの知識表現のため、形式が定まっていて、到達可能であり、共有されていて、広く適用可能な記述言語を使うこと。

 I2. （メタ）データがFAIR原則に従う語彙を使っていること。

 I3. （メタ）データは、他の（メタ）データへの特定可能な参照情報を含んでいること。

 To be Re-usable: (再利用できるために)
 R1. メタ（データ）が、正確な関連属性を豊富に持つこと。

 R1.1 （メタ）データが、明確でアクセス可能なデータ利用ライセンスと共に公開されていること。

 R1.2 （メタ）データが、その来歴と繋がっていること。

 R1.3 （メタ）データが、分野ごとのコミュニティの標準を満たすこと。

44(出典) NBDC訳, “データ共有の基準としてのFAIR原則”
https://events.biosciencedbc.jp/article/14

(出典) FORCE11, “The FAIR Data Principles”
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples



研究者は

どうすれば良いか？



オープンサイエンスへの

駆動力と現存維持の力

46

学術研究
の方法
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デジタル技術 データ氾濫
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２つの力の
バランスで

学術研究の方法は
決まる



オープンサイエンスの
ステークホルダー

47

伝統を保つことで、
我々はバランスを
取ってきたのだ

大学図書館

出版社

研究者

政府

助成機関

市民

情報基盤センター

大学管理運営

…研究者はもはや、学術研究活動の唯一のプレヤーではない。



高等教育のマス化、ユニバーサル化

マーチン・トロウ1973年提唱

大学進学率による高等教育の性格の変容をモデル化した。

48

高等教育段階 エリート マス ユニバーサル

大学進学率 -15% 15% - 50% 50% -

高等教育への
アクセス

特権 権利 義務

学生 均質 多様 極度に多様

ガバナンス
アカデミアによる

合議制

プロフェッショナル

職員

＆ 事務機構
執行部



オープンサイエンスと
高等教育のマス化のアナロジー

社会における大卒者上昇

⇒ 学術を理解する人材が社会に拡大

⇒ 社会からの学術への要求顕在化
 学術成果の公開、産学連携、研究の透明性・再現性、学術コミュニ

ケーションのオープン化

⇒ 社会と学術界の距離縮小

⇒ 社会と共に歩む学術
 市民科学、社会的課題解決、イノベーション・・・
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専門職人材によるオープンな学習コミュニティ

50（出典） http://gestiondeprojet.pm/mooc-certificat-par-equipe-projet/
https://www.edsurge.com/n/2013-10-14-coursera-teaches-teachers-anywhere-anytime

クラウド上の

共同学習空間
（MOOC等）

世界各国、異分野の専門職人材がMOOC等のクラウド
上の学習機会で集い、新たな知見を生み出す動きがある。

（事例）
 仏・École Centrale de Lille

の「プロジェクト・マネジメント」
に関するMOOC

 初めのプロマネ基礎（全6回）を
修了した者を対象に、有志でプ
ロジェクト・グループを立ち上げ、
実際にネット上でプロジェクトを
完成させる。

 例えば、「仏における食糧配給
システム」「大学へのMOOCの
導入方法」など。

 その他別のMOOCで、新任教
員が科目や教室マネジメントを
学びながら、お互いの悩みを相
談するMOOCなどもある。

（事例）
 仏・École Centrale de Lille

の「プロジェクト・マネジメント」
に関するMOOC

 初めのプロマネ基礎（全6回）を
修了した者を対象に、有志でプ
ロジェクト・グループを立ち上げ、
実際にネット上でプロジェクトを
完成させる。

 例えば、「仏における食糧配給
システム」「大学へのMOOCの
導入方法」など。

 その他別のMOOCで、新任教
員が科目や教室マネジメントを
学びながら、お互いの悩みを相
談するMOOCなどもある。



20-21世紀にかけての高等教育の変化：

高等教育の対象層と教育内容の変化
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若年層

高齢層

エリート 大衆

研
究
中
心

フ
ン
ボ
ル
ト
型
大
学 大衆化した大学（教育中心）

（
年
齢）

（対象層）

・高度専門職業人育成
・高度教養教育

・職業教育、学び直し
・能力開発、コンピテンシー醸成

リテラシー醸成

高等教育人材（大卒）

・異分野専門職のプロジェクトベースの協働
・問題解決、学際性

社会と大学による

学術共創領域



海外大学事情 mihoチャネル 配信中
https://rcos.nii.ac.jp/miho/

連絡先

国立情報学研究所 オープンサイエンス基盤研究センター
船守美穂（funamori@nii.ac.jp）


