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1 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・・・？ 



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

"Pastel Colored Umbrella" ©L. Aragon (Licensed under CC BY-NC-SA 3.0) 



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. 
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EU: Open Science Monitor 
I. 学術論文のオープンアクセス 
 学術論文のオープンアクセス 
 プレプリント 
 異なる学術出版プラットフォーム 
 助成機関のオープンアクセス・ポリシー 
 オープンアクセスに対する研究者の態度 

II. オープンな研究データ 
 研究データ用リポジトリ 
 助成機関のデータ共有ポリシー 
 研究データ共有に対する研究者意識 

III.オープンな学術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 
 オープン査読 
 学術雑誌のオープン査読ポリシー 
 Altmetricの利用 
 論文の修正・リトラクション 

 
6 Source:  Open Science Monitor 

             https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home&section=monitor 

Open Science Monitor 
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 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 

d. 「研究の再現性」担保の必要性 

e. 社会からアカデミアへの要求 

f. 学術情報流通関係者のデジタル

時代のミッション再定義の必要性 

g. まとめ 
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a. デジタル時代の新たな可能性 



9 
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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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実験科学 

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/  (last accessed 2017/12/4) 

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 

14 
©TED  (Licensed under CC BY-NC-ND 4.0) 



学術論文の公開から、 
研究データの公開へ 
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公的資金 

による 

研究成果 

研究 

データ 

学術論文 



研究データ共有に関わる政策展開 
 2003, NIH, Data Sharing Policy 
 2004, OECD Declaration on Access to Research Data from 

Public Funding 
 2007, OECD Principles and Guidelines for Access to 

Research Data from Public Funding 
 2007, Biotechnology and Biological Sciences Research 

Council (BBSRC-UK), Data Sharing Policy 
 2011, Research Councils UK, Data Sharing Policy 
 2011, NSF, Data Sharing Policy 
 2013, OSTP-US, Increasing Access to the Results of 

Federally Funded Scientific Research 
 2014-20, Horizon 2020, Open Research Data Pilot 
 2016, RCUK, Concordat on Open Research Data 

16 



日本の助成機関のOA/OS方針 
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 「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。 
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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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c. 研究の歪みの表出 



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

https://retractionwatch.com/the-retraction-watch-leaderboard/


ClimateGate Scandal 

21 
http://blog.heartland.org/2011/11/heartland-institute-mentioned-in-climategate-emails-rounds-1-and-2-part-1/ 
https://wattsupwiththat.com/2009/11/28/telegraphs-booker-on-the-climategate-scandal/ 
https://thinkprogress.org/climategate-hacked-emails-reveal-global-warming-deniers-are-crazed-conspiracy-theorists-ea8dfeb792b3#.ke1ie5d3v 

Telegraph 
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 Recent decades have seen an unprecedented 
explosion in the human capacity to acquire, 
store and manipulate data and information 
and to instantaneously communicate them 
globally, irrespective of location… 

 …Effective exploitation of Big Data depends 
fundamentally upon an international culture 
of 'Open Data' that involves sharing of data 
and their availability for re-use and re-
purposing.  

Source:  CODATA: Message form President Geoffrey Boulton 
            http://www.codata.org/message-from-president-geoffrey-boulton 



The Royal Society: 
Science as an open enterprise (2012) 

AREAS FOR ACTION 
 Scientists need to be more open among 

themselves and with the public and media 
 Greater recognition needs to be given to 

the value of data gathering, analysis and 
communication 

 Common standards for sharing information 
are required to make it widely usable 

 Publishing data in a reusable form to 
support findings must be mandatory 

 More experts in managing and supporting 
the use of digital data are required 

 New software tools need to be developed 
to analyse the growing amount of data 
being gathered 

23 Source:  Royal Society: Final report - Science as an open enterprise 
             https://royalsociety.org/topics-policy/projects/science-public-enterprise/report/ 



Science International: 
Open Data in a Big Data World 

 The accord identifies the opportunities 
and challenges of the data revolution as 
today’s predominant issue for global 
science policy. It proposes fundamental 
principles that should be adopted in 
responding to them. It adds the 
distinctive voice of the scientific 
community to those of governments 
and inter-governmental bodies that 
have made the case for open data as a 
fundamental pre-requisite in 
maintaining the rigour of scientific 
inquiry and maximising public benefit 
from the data revolution in both 
developed and developing countries. 

24 Source:  Science International: Open Data in a Big Data World 
             http://www.icsu.org/science-international/accord 



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 
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 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 
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d. 「研究の再現性」担保の必要性 



研究再現性の危機 
…科学者1500名へのアンケート (2016) 

27 Source:  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…科学者1500名へのアンケート 
…研究が再現されない理由と対処方法 

28 Source:  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 

研究の再現性が低い要因 研究再現性を高める方策 

選択的レポーティング 

論文出版圧力 

統計的検出力or解析力が弱い 

ラボで十分検証されていない 

監督・モニタリング不十分 

研究方法、コードが利用できない 

実験デザインが悪い 

生データが利用できない 

研究不正 

査読不十分 

再現性努力の問題 

再現性に専門技術が必要 

標準試薬のバラツキ 

不運（Bad Luck） 

統計の理解向上 

監督・モニタリングの改善 

より確実な研究デザイン 

よりよい教育 

研究室内の検証の強化 

優れた研究実践へのインセンティブ付与 

正式な再現性へのインセンティブ付与 

研究室外の検証強化 

メンタリングの時間拡大 

学術雑誌によるスタンダードの強化 

ラボノートブックのチェック時間拡大 



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。 

29 Source:  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
（61
本
） 

再
現
性
あ
り
（39
本
） 



研究再現性の危機（医学） 
…出版バイアス等の指摘 
 スタンフォード大学John Ioannidis教授（医学）は、医学における研究再現

性の問題を提起する、キーパーソンである。 

 2005年に統計的手法で、「なぜ発表された研究成果のほとんどは偽である
のか」を論文発表している。2016年に、これを医療研究に限定した論文を発
表している。 
 “Why Most Published Research Findings Are False” PLOS Medcine, 2005. 
 “Why Most Clinical Research Is Not Useful” PLOS Medcine, 2016. 

 また2005年に別の論文で、高く評価されている45の医学研究論文を対象
に、その結果がより大きなサンプルサイズをもつ後続研究にサポートされて
いるか、検証した。 
 “Contradicted and Initially Stronger Effects in Highly Cited Clinical Research” JAMA, 

2005. 

 45の研究の内、7つ（16%）は否定され、7つ（16%）は当初の結果よりも有効性
が小さく、20（44%）は再現され、残りの11（24%）はほぼ検証されていない、と
された。 
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研究再現性の危機（医療） 
…臨床試験のデータ公開に向けて 

根拠に基づく医療（EBM）では、論文発表等されている臨床試
験等の事実に基づき、最善の治療を特定するが、論文発表に
出版バイアス（否定的結果が公表されない傾向）がかかっていると、
適切な治療ができない。 
 このため米国では1997年に臨床試験を登録するClinicalTrials.govができたが、

登録は思うように進まなかった。 

 2004年の抗うつ薬パキシルに関するデータの隠ぺいが裁判となり、2005年に
WHOによる臨床試験の登録制度ICTRPが設立された。 

 また複数の有力医療系学術雑誌が2004年、（研究開始時からの結果が公的DB
にない限り）製薬企業が支援する薬物研究の結果の公表は拒否すると発表した。 

 2009年のインフルエンザの流行の際、ロシュ社は未公表の試験に基づいて、タミ
フルの効果を主張し、各国多額の投資につながったが、情報公開法より得られた
臨床試験データの追試により、効果は十分には認められないことが判明した。 

31 



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/ 
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e. 社会からアカデミアへの要求 



マイケル・ニールセン 
「オープンサイエンス革命」 
 SPARC honors Michael 

Nielsen as innovator for 
bringing Open Science into 
the mainstream (2012) 

 Reinventing Discovery tells 
the exciting story of an 
unprecedented new era of 
networked science. 

 It demonstrated various 
cases with strong emphasis 
on citizen science. 

35 https://www.amazon.co.jp/Reinventing-Discovery-New-Networked-Science-ebook/dp/B005OQGZ54 
http://sparc.arl.org/news/sparc-honors-michael-nielsen-innovator-bringing-open-science-mainstream 



市民科学の事例 
Galaxy Zoo 
星雲分類をクラウドソースする天文プロジェクト 

Foldit 
 タンパク質折りたたみに関するオンラインビデ

オのパズル 

eBird 
鳥類観察のオンラインDB 
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アカデミアに対する 
社会からの圧力 
説明責任 
 納税者からの、説明責任への要求。 

経済合理性 
 研究の重複の排除。研究データの再利用 

社会にとって意味のある研究への要求 
 同じ税金を投入するのなら、社会に裨益する研究

をして欲しい。 
※ 人文学や基礎科学を必ずしも否定するものではない。これらら人類を豊かにする。ただ

し、誰のために、どのように意味あるのか分からない研究は、避けて欲しいという意味。 

37 



社会が主導する研究 
社会において分析・解析力を有する層

が拡大している。 
社会の課題解決や企業における研究

開発など、大学等に頼らずに行われて
いる研究も多い。 

また、社会の方が、問題の現場に近い
だけ、意味のある研究が出来ている可
能性もある。 

38 

最近は、 
社会の方が問題を 
よく分かっているし、 

解決能力が 
あることが多い。 
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f. 学術情報流通関係者の 
デジタル時代のミッション再定義の必要性 



学術出版業から、研究支援プラットフォ
ームプロバイダへの転換を図る！ 

40 
（出典） 2016年11月、エルゼビア・ジャパンのDr. Anders Karlsson, Vice President, Strategic Alliances, Global Academic Relationsより入手 

（出版社） 
プラットフォーマー 

コンテンツから 
コンテキストへの 

ビジネス 
チェンジ！ 



国際STM出版協会 
オープンサイエンス・ポジションペーパー 

 全般的には、オープンサイエンスを支持し、推進。 
 ただし、以下に留意を促す。 

41 （出典）STM position on Open Science 
https://www.stm-assoc.org/2016_10_31_STM_Open_Science_Position.pdf 

意訳 

 著作権法は、新しいサービスの開発やイノベーションを生み出す源
泉である。このため、著作権法はオープンサイエンスの枠組みにお
いても、保護されなければならない。ライセンシングのオプションは
強くSTMにより推奨される。デジタル出版物を進展する方法だから
です。 

 著者は、自身のキャリアに最も有利な出版物に論文投稿する自由
を持つべきであるとSTMは考える。短すぎるエンバーゴ期間や、
ゴールドOAへの助成の欠如などの、助成機関や政府による強す
ぎる規則はこれに反する。特にEUのHORIZON2020が学術論文の
OAを推奨することに、STMは懸念を示す。（後略） 



「MIT図書館の未来」初期報告 
…The Future of MIT Libraries 

 MIT図書館の未来は、我々が創るグローバルなオープンプラッ
トフォームにある。MITは、これを世界のクリエーターや探索者、
キュレーターに供し、他の図書館や学者に、この上に新たな
ツールを構築することを許容する。 

42 Source: MIT, "Institute-wide Task Force on the Future of Libraries—Preliminary Report" (2016.10.24) 
https://news.mit.edu/2016/mit-task-force-releases-preliminary-future-libraries-report-1024 

MIT図書館のヴィジョン 
 図書館がサービスを提供するコミュニティと、関係性

やパートナーシップの範囲の、拡大化された定義 
 情報の発見・アクセス・利用を革新的高めることへの

コミットメント 
 学術成果に関わる長期保存と持続性に関するリー

ダーシップへの義務感 
 学際研究の促進と、情報科学と学術コミュニケーショ

ンの開発に関する新しいイニシアティブ 
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g. オープンサイエンスの駆動力 
（まとめ） 



オープンサイエンスへの 
駆動力と現存維持の力 
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学術研究 
の方法 
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3 
 研究データ管理と 
 研究データ基盤構築 
 の動き 

a. 研究データ管理の環境
整備 

b. 研究データ管理基盤の
整備 

c. 学術機関における研究
データ管理の動き 
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a. 研究データ管理の環境整備 



世界の研究助成機関における 
データ保存ポリシーの有無 

47 

ポリシーなし 
データ保存を 

要求 

推奨 

Source:  Jisc, “Sherpa Juliet—Juliet Statistics”  (Last accessed, 2018.8.13) 
           http://v2.sherpa.ac.uk/view/funder_visualisations/1.html 



オープンサイエンスにおける 
研究データ管理の必要要件 
 これまでの研究データ管理 
 研究者が、自身または限定された研究グループ内の利用

のためにデータを管理。 
 専門分野内で理解できれば十分であった。 

 オープンサイエンス時代の研究データ管理 
 根本的に、第三者が研究データを閲覧・利用することが前

提。 
 専門分野外の人も含め、研究データを理解・再利用可能

なように、説明を付す必要がある。 
 再利用されるためには、そもそも研究データが発見可能

でなければならない。 
48 

FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) 



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。 

49 (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 



研究データ管理の教材 
…UK Data Archive 2011年発行 

 英国の社会科学系データアーカイブで
あるUK Data Archiveが、研究者向
けにまとめた教材。 
 UK Data Archive, “Managing and 

Sharing Data: Best Practice For 
Researchers” (2011) 

 社会科学分野では社会調査データを
データアーカイブに寄託する伝統があり、
一定のノウハウや体制が整っている。 

50 

東京大学社会科学研究所 

附属社会調査・データアー
カイブ研究センター  

2013年訳書発行 

（出典）UK Data Archive, “Managing and Sharing Data: Best Practice For Researchers” (2011) 
https://data-archive.ac.uk/media/2894/managingsharing.pdf 

（出典）東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター  
http://csrda.iss.u-tokyo.ac.jp/ssjda/book/ 



データジャーナルとサプルメンツ 
データジャーナル (2014-) 
 Nature: Scientific Data 
 Scientific Data is an open-access, online-only journal for 

descriptions of scientifically valuable datasets.  

 Elsevier: Data in Brief 
 Data in Brief provides a way for researchers to easily share 

and reuse each other's datasets by publishing data articles.  

サプルメンタル・データ 
 学術論文に掲載はされないが、読者の役に立つ、学術

論文を補足する研究データ 

51 http://www.nature.com/sdata/ https://www.journals.elsevier.com/data-in-brief 
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b. 研究データ管理基盤の整備 



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 

53 



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. 

54 Source:  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 
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ESFRIにおけるe-インフラの重視 

前ESFRI議長 John Womersley 

A lot of the research infrastructures 
are really data infrastructures or 

networks that bring together 
datasets from existing facilities or 
large single-sited infrastructures 

that generate very, very large 
amounts of data. It is no longer 

possible or sensible to simply look 
at the facility without also 

considering the data handling. 

 ESFRI: The European Strategic Forum for Research Infrastructures 
 欧州域内において戦略的に整備・運営していくべき研究インフラにつ

いて欧州連合理事会に助言する、極めて影響力の大きい機関 

The emerging “e” component of 
research infrastructure 

NordForsk, “The emerging “e” component of research infrastructure,” 2016.10.2.  
<https://www.nordforsk.org/en/news/the-emerging-201ce201d-component-of-research-infrastructure> 
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欧州において戦略的に整備していくべき研究イ
ンフラについてESFRIが設計面で課す最低要件 
 科学的卓越性 
 長期的科学プログラムが明確である。 
 科学コミュニティが確立している。 
 科学におけるリーダーシップが明確である。 

 汎欧州としてのレレバンス 
 当該科学領域における汎欧州のアプローチが明確である。 
 対象となるユーザ・コミュニティが汎欧州である。 
 各国または国際的な施設が相互補完する、あるいはシナジー効果を有する。 

 社会・経済的効果 
 社会的課題との関係性が明確にされ、経済的効果が予測されている。 

 e-ニーズ 
 アクセス方針、セキュリティ対策を含む、e-インフラに対する要求のヴィジョ

ンが出来ている。 
 コミュニケーションネットワークや分散コンピューティング、HPC/HTCとの連携

がある。 

ESFRI, Public Roadmap 2018 GUIDE—Final version dated 9th December 2016, Annex II: List of minimal key requirements for scientific case 
（http://www.esfri.eu/sites/default/files/docs/ESFRI_Roadmap_2018_Public_Guide_f.pdf） 
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e-IRGが選定した、e-研究インフラの色
彩の強いESFRIプロジェクト 
 BBMRI: Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure（バイオバン

キング） 
 CLARIN: Common Language Resources and Technology Infrastructure（言語資源） 
 CESSDA - Council of European Social Science Data Archives（社会科学データアーカ

イブ） 
 DARIAH - Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities（デジタルヒュマ

ニティーズ） 
 ECRIN: European Clinical Research Infrastructures Network（臨床研究） 
 ELIXIR – European Life Sciences Infrastructure for Biological Information（生物情報） 
 e-VLBI: Very Long Base Interferometry in Europe（VLBI） 
 ESRF: European Synchrotron Radiation Facility（シンクロトロン放射光施設） 
 EuroFEL: Free Electron Lasers of Europe（自由電子レーザー） 
 KM3NET - The Cubic Kilometre Neutrino Telescope（ニュートリノ） 
 LIFEWATCH – e-Science and technology infrastructure for biodiversity data and 

observatories（生物多様性） 
 Preparing for SKA – Square Kilometre Array（SKA） 
 European XFEL - European X-ray Free Electron Laser（X線自由電子レーザー） 
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 国際植物防疫条約（IPPC）に基
づき、欧州・地中海地域51カ国

について設置された、植物保護
の協力・調和機関。 

 事務局は20名程度だが、研究
者は計4500名規模。 

 各観測点における植生や害虫、
天候等の情報をデータベース化。 

 各種基準や標準のガイドライン
を作成。 

欧州・地中海 植物保護機関（国際機関） 
〈データベース〉 
• EPPO Global DB & EPPO codes 
• EPPO Standards on Efficacy 

Evaluation of Plant Protection 
Products 

• PQR - EPPO database on 
quarantine pests 

• EPPO database on Diagnostic 
expertise 

• CAPRA (Computer Assisted Pest 
Risk Analysis) 

• EPPO Pest Reporting System 
(restricted access) 

• EPPO Plant Protection Thesaurus 

〈EPPO標準〉 
• EPPO Standards on plant 

protection products（３標準） 
• EPPO Standards on phytosanitary 

measures（10標準） Source:EPPO・Damian Griessinger氏（IT担当）より情報入手 
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NFFA-Europe 
nanoscience foundries & free analysis 

 EU内の複数の測定機器によ

り得られた測定値を一つのリ

ポジトリに集め、データ統合、

解析するツールを提供する。 
（利用場面） 

一研究者が特定サンプルの計測のため
に、複数の施設を利用。データをNFFAの
データリポジトリに保存。 

研究グループがデータを共有、共同解析 

他の研究者が、研究データを利用、解析 

(X線回折、NMR、質量分析、電子顕微鏡、微細加工・・・) 

Source: カールスルーエ工科大学Rainer Stotzkaより情報入手 
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Helmholtz Data Federation 
…参加機関 

極域氷床、海洋研究 

素粒子物理 

ゲノム研究、放射治療 

バイオメド、植生 

健康科学、原子核物理 

気候、エネルギー、 
宇宙物理 



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) 

61 Source:  https://www.jsps.go.jp/j-di/index.html 

人社系の 

データが 

一カ所で 

検索可能 

となる！ 
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c. 学術機関における 
研究データ管理の動き 



研究データ管理における 
研究機関による支援と管理の必要性 
 機関による研究データ管理の支援 
 データ管理計画の作成支援 
 データのストレージ提供 
 データへのメタデータ付与 
 データの公開・出版 
 データと研究活動の広報 
 データの外部提供手続き（機微なデータ） 等 

 機関による研究データ管理 
 「研究データ10年保存」への対応 
 研究者の異動・退職後の対応 
 研究不正発生時の対応 等 

63 

国内大学では、 
どこの部署が担当 
するのが適当？ 

研究推進部 
研究支援部門（URA） 
大学図書館 
情報基盤センター 
広報、アウトリーチ 
産学連携室 
大学執行部 
  ・ 
  ・ 
  ・ 



How we classify our tools and services 

Before research During research After research 

Data Management Support 

Data 
Management 

Planning 
Active Data 

Infrastructure 
Data 

Stewardship 



大学図書館コミュニティによる 
研究データ管理トレーニングコース 

65 http://datalib.edina.ac.uk/mantra/ 
https://www.coursera.org/learn/data-management 



NII Research Data Cloud 
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• 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 



学内研究データ管理体制（イメージ） 
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大学執行部 

学術情報 

検索 

サービス 

研究データ管理についての 

大学としての意志決定 

・研究公正(10年保存対応) 
・研究助成(DMP対応) 

情報基盤センター 

研究者 

・情報基盤の提供・運営 

ストレージ 
Closed 

・・・・ 
・・・・ 

---- 
---- 

アクセス管理機能 
バージョン管理機能 

・・・・ 
・・・・ 
・・・・ 

---- 
---- 
---- 

ファイル公開機能 
ファイル管理機能 
長期保存機能 

機関リポジトリ 
Open/Closed/Embargo 

大学図書館 

・機関リポジトリの運用 
・ファイルへの書誌情報付与 

・DMP作成支援 
・研究データ管理研修開催 等 

研究推進部 
（本部・部局事務） 

・・・・ 
・・・・ 
・・・・ ---- 

---- 
---- 

公開 

検索 

研究データ保存・管理情報 

   DMP情報 

研究室 

研究戦略（IR、URA等） 

RA、院生、技術職員、ラボ
管理者、実験補助者 等 

学内研究力情報 

・研究戦略策定（重点領域等） 
・共同研究等の発掘、研究評価 



研究データ管理において 
大学で必要とされる体制（案） 

68 RA、院生、技術職員、ラボ管理者、実験補助者 等： データ生成・管理 

研
究
現
場 

全
学
サ
ー
ビ
ス 

執
行
部 

研究推進部 

研究事務 
研究公正 

研究支援部門 
（URA Station） 

研究評価 
研究支援 

大学図書館 

データ保全 
データ公開 

情報基盤 
センター 
情報基盤 
ITポリシー 

研究公正 
担当 

情報 
担当 

研究 
担当 

部局事務： 連絡・調整 

図書館 
担当 学長 

全学ポリシー、大学戦略 

どうせデータ管理 
するなら、大学の 
研究力強化に 
つなげたい！ 

業界団体,  
ネットワーク 

データ 
保護 

キュレー 
ション 

分野別 

学会 

ポリシー策定 
専門的助言 



学術機関における研究データ管理に関す
る提言（AXIES）…起草の背景 
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 NIIオープンフォーラムにおける
AXIES-RDM部会の際、「大学に
RDMを導入するにあたり、学内を説
得できる『RDM憲章』のようなものが
必要」とあった。 

 本文書は、学術機関におけるRDMの
必要性や取り組むことの意義、構築
すべき仕組みや体制について記述。 

 CIOだけでなく、執行部ほか学内のス
テークホルダに参照してもらいたい。 

(参照リンク) 大学ICT推進協議会「学術機関における研究データ管理に関する提言」（2019.5.1） 
                 https://axies.jp/report/publications/proposal/ 

https://axies.jp/report/publications/proposal/


RDMに関わるガイドライン関係 
 研究開発法人 

 内閣府「国立研究開発法人における
データポリシー策定のためのガイドラ
イン」（2018） 

 大学 
 研究不正防止に関連して、「機関の責

任」と「研究データ10年保存ルール」
を定めたガイドラインのみ 
 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） 
 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） 

 「研究資料等の保存に関する指針」等
を大学には策定 

70 

大学において 
研究データ利活用の 
視点を含む規定が 

ない！ 

データポリシーの項目（案） 

1. 機関におけるポリシー策定の
目的 

2. 管理する研究データの定義、
制限事項 

3. 研究データの保存・管理・運
用・セキュリティ 

4. 研究データに対するメタデータ、
識別子の付与、フォーマット 

5. 研究データの帰属、知的財産
の取り扱い 

6. 研究データの公開、非公開お
よび猶予期間ならびに引用 



「大学における研究データポリシー」 
 策定のためのガイドラインへの要望 

71 

...ということで、 

「大学における研究データポリシー策定のためのガイドライン」が 

 策定されることに！ 

どのポリシーを 
どう参照して 
いいのか 
分からない 

・・。 

どのように学内議論を 

進めれば良いのか 

分からない・・・。 



大学における研究データポリシーの位置づけ 
…大学と国立研究開発法人の違い 

大学 
機関の使命 
 「教育」が主たる使命 

研究の位置づけ 
 「研究者個人に付与された

研究費」が中心 

社会への還元の必要性 
 研究開発法人ほど明確では

ない。 
 しかし、公的資金を得ている

ため、説明責任がある。 

国立研究開発法人 
機関の使命 
 「研究開発」が主たる使命 

研究の位置づけ 
 機関の使命として推進 

社会への還元の必要性 
 国費を得て研究を推進して

いるため、研究成果の社会
への還元は必須。 

72 大学における研究データポリシーの必然性は、 
結構、曖昧・・・・？ 



タイムライン 
 2019.5 

 「学術機関における研究データ管理に関する提言」 

 NIIオープンフォーラム2020（2020.6） 
A) 「大学における研究データポリシー策定のためのガイドライン」（初稿） 
B) 「大学における研究データ管理実施要領ガイドライン」（初稿） 

 AXIES2020（2020.12） 
A’) 「大学における研究データポリシー策定のためのガイドライン」（二稿） 

 ？？？ 
B’) 「大学における研究データポリシー策定とRDM体制整備の事始め

（体験談）」（仮称） 
B’’) RDM「全学アクションプラン」「部局実施要領」策定ガイドライン？ 73 

京大ポリシー（2020.3） 

名大ポリシー（2020.10） 



海外大学の研究データポリシーの分析 
…研究データポリシーの２つの流れ 

① オープンサイエンスの流れに基づくポリシー 
 オープンサイエンスの流れから求められる機関内の研究データ管

理体制を定める。 
 対応国： 欧州諸国、豪州、アジア諸国 

② 大学のコンプライアンスへの対応に基づくポリシー 
 機関の文書管理等への対応の必要性により、研究データの帰属/

保管/移管について定める。 
 対応国： 米国 

③ ①②の折衷案 
 オープンサイエンスの流れに基づきつつ、研究データ帰属の考え方

も整理する 
 対応大学： シドニー大学、クイーンズランド大学、南洋工科大学 74 

どっち派？ 



大学における研究データポリシーの位置づけ 
…どちらの型で行くか？ 

オープンサイエンス型 

背景ポリシー 
 オープンサイエンス推進国

家計画 
 研究助成機関による要請 
 研究不正防止からの要請 
 研究倫理や研究契約に伴う

要請 

日本の大学における、 
  対応の必然性 
 機関としての戦略性に基づく

場合に策定すると良い 

コンプライアンスへの対応型 

背景ポリシー 
 文書管理規定 
 情報開示請求、知的財産管

理、輸出入管理 
 研究公正、研究契約 

日本の大学における、 
  対応の必然性 
 有り 

75 

実は、日本で 
オープンサイエンスに基づく 

研究データポリシーを策定する 
必然性は薄い？ 



ドイツ学術機関アライアンス 
…指先の研究データ（ポジションペーパー）(2015.2) 

 ビジョン2025： Research data at your fingertips 
 あらゆる分野の研究者が、簡単・迅速に全ての研究データにアクセスがあり、最大の研

究成果を得られる環境にある。協働ができ、研究成果を確実に保存できる。研究データ
は、学術研究、学際領域研究、国際的研究に利用可能なかたちで提供される。 

 研究データとソフトウェアの公開は、学術的な名声を高める。研究者は、データの収集・
生成・管理において、支援を受ける。 

 全研究ライフサイクルにおいて、デジタルインフラと情報の専門家が支援を提供する。 

 提言 
1. ドイツ全域の学問分野別調整機関が必要（例：RatSWD） 
2. 信頼できる研究データのための組織の設立（既存のデータセンターの再編成等） 
3. 長期的な開発・投資・運営コストをカバーするためのファイナンスモデルの構築 
4. 学術出版および研究データの利用に関する法的条件整備の調査 
5. 国際的研究を可能とするための、技術領域における標準化（メタデータ標準等） 
6. 研究者のデータスキルの向上と、情報系専門職の人材育成 

76 Source: http://gfzpublic.gfz-potsdam.de/pubman/item/escidoc:986897:6/component/escidoc:986898/Positionspapier_Forschungsdaten.pdf 



4  デジタル時代の 
 量的研究指標が 
 もたらす弊害 

  



Web of Scienceの被引用数指標 
自動計算 

Someya, T. 
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世界の大学に影響を与える 
世界大学ランキング 

79 



論文数で測られる研究力 

80 



Publish or Perish 
出版せよ、さもなくば滅びよ 

81 

とにかく論文発表をし続けないと、 
職が続かない・・・。 



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

https://retractionwatch.com/the-retraction-watch-leaderboard/


研究再現性の危機 
…科学者1500名へのアンケート (2016) 

83 Source:  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 



世間を賑わすハゲタカ雑誌 
粗悪学術誌：ネットで急増 査読ずさん、掲載料狙いか  毎日新聞  2018.04.03  
粗悪学術誌：日本から５０００本 東大や阪大 論文投稿、業績水増しか  毎日新聞  2018.09.03  
粗悪学術誌：九大が対策 国内初 投稿巡り注意喚起  毎日新聞  2018.09.03  
ナビゲート２０１８：「ハゲタカジャーナル」＝粥川準二（科学ライター）  毎日新聞  2018.09.05  
粗悪学術誌：投稿、教授が圧力 准教授証言 国立大、業績稼ぎ  毎日新聞  2018.09.15  
粗悪学術誌：対策に大学本腰 聞き取り、投稿ルール 掲載上位の名大、新潟大  毎日新聞  2018.10.10  
粗悪学術誌：削除応じず 掲載続け手数料請求 東京の医療機関被害  毎日新聞  2018.10.15  
粗悪学術誌：論文削除応じず 都立病院の投稿、手数料まで請求  毎日新聞  2018.10.15  
研究倫理向上ウイーク：「研究不正」どう防ぐ 自由な討論、データ共有を 黒木・東大名誉教授が講演 ／京都  毎日新聞  2018.11.01  
粗悪学術誌への投稿禁止、新潟大 信頼失い悪影響と指針作成  共同通信  2018.11.30  
粗悪学術誌：新潟大、投稿「禁止」 ハゲタカ対策、明文化  毎日新聞  2018.11.30  
粗悪学術誌：掲載で博士号 ８大学院、業績として認定  毎日新聞  2018.12.16  
クローズアップ２０１８：粗悪学術誌横行 研究者、手軽に実績 投稿、数日で了承  毎日新聞  2018.12.16  
ことば：ハゲタカジャーナル  毎日新聞  2018.12.18  
ハゲタカ学術誌：大学に注意喚起 文科相  毎日新聞  2018.12.26  
ハゲタカ学会：何でも発表 参加料狙い？ 手軽に「実績」研究者にも需要  毎日新聞  2019.01.19  
ハゲタカ学会：多忙、使い勝手良く 異分野、一室で発表 専門外でも座長  毎日新聞  2019.01.19  
記者の目：査読ずさんなハゲタカ学術誌 研究者自ら科学の信頼壊す＝鳥井真平（大阪科学環境部）  毎日新聞  2019.02.20  
粗悪学術誌：日本医学会が注意喚起 延べ１０３万人所属  毎日新聞  2019.03.13  
「粗悪学術誌」５５億円支払い命令 米連邦地裁判決 適切審査なし  毎日新聞  2019.04.05  
粗悪学術誌：学術会議、ハゲタカ誌対応 問題点議論、提言へ  毎日新聞  2019.04.17  
科学ジャーナリスト賞：毎日新聞・鳥井記者に  毎日新聞  2019.04.26  
ハゲタカジャーナル：論文、４割引用 別の論文に 研究に欠陥の恐れ カナダの大学調査  毎日新聞  2019.04.30  

※ G-Searchにて「ハゲタカ or 学術」を「タイトル, 本文」に含む「全国紙, 通信社・テレビ」を
2019.6.5に検索。類似記事・重複排除。 
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研究評価の重要性 
…論文の乱造につながる量的指標 

85 

論文の 
量産 

優れた 
研究者?! 

研究評価と研究者評価の 

負のインセンティブシステム 

論文査読・引用 

研究者の 
採用・昇格 



研究評価の重要性 
…学術の発展への寄与 

86 

優れた 
研究 

優れた 
研究者 

研究評価と研究者評価の 

正のインセンティブシステム 

論文査読・引用 

研究者の 
採用・昇格 



「責任ある指標」の利用に向けて 
 Responsible Metrics 

サンフランシスコ研究評価宣言（DORA, 2012） 
 IFで研究評価をするのは、控えよう 

研究計量に関するライデン声明（2015） 
 量的指標は、参考指標として利用すべき 

 HEFCE, The Metric Tide (2015) 
 量的指標のみでは、研究評価はできない 

香港原則（2019） 
 多様な研究活動を、責任もって評価していこう 
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5  オープンサイエンス
に基づく 
 研究評価の動き 

  



オープンサイエンス 
―競争から協調パラダイムへ 

89 

従来からの「競争パラダイム」 

・Winner takes it all 

・研究資源の囲い込み 

・卓越した研究者 

・永遠に追いつかない 

 途上国、一般の研究者 
力を合わせることで、より大きなゴール
を実現！人類の幸福と共栄へ！ 

これからの「協調パラダイム」 



大学レベルの 
研究評価改革の試み 

 バース大学（英） 
◦ 「研究評価とマネジメントの原則 」

(2017) 
◦ 質的・量的指標の双方評価を表明 

 ゲント大学（ベルギー） 
◦ 「研究評価のヴィジョン」 (2017) 
◦ 教員採用、昇進を全面的見直し 
◦ 従来の量的指標評価を中止し、個人＆

グループレベルのヴィジョンおよび職
能開発を奨励 

 Loughborough大学（英） 
◦ 責任ある評価指標の一環として、DORA

には敢えて署名しないことを選択 

90 
Source: EUA, Reflections on University Research Assessment—Key concepts, issues and actors (2019) 
https://eua.eu/downloads/publications/reflections%20on%20university%20research%20assessment%20key%20concepts%20issues%20and%20actors.pdf 



欧州大学協会（EUA） 
「オープンサイエンスへの移行期に 
 おける研究評価」報告書 

1. 機関のOAポリシー策定を促進 （論文と研究データ対象） 

2. 学術情報流通システムの透明性と持続性を追求 （購読料、Read&Publish契約） 

3. オープンサイエンス基盤とFAIR原則の促進に貢献 

4. オープンサイエンスへの移行における研究評価の見直しの必要性につい
て、大学の認識を醸成 

91 
Source: EUA, Research Assessment in the Transition to Open Science—2019 EUA Open Science and Accesss Survey Results (2019) 
https://eua.eu/downloads/publications/research%20assessment%20in%20the%20transition%20to%20open%20science.pdf 

（前文） 

 オープンサイエンスは、パラダイムシフトである。論文や研究データのオープン化、オープンソー
ス、市民科学等は全て「協働の精神」に基づき、研究者が必然と考える競争を排除することによ
り、研究にイノベーションを生む。 

 この新たな科学へのアプローチは、今後も継続し、長期的に見ると標準となる。 

 しかし、研究評価が変わらなければ、どんなに努力しても、オープンサイエンスは実現しない。
研究者、特に若手研究者は誰も、自身のキャリアをリスクに晒すことができないからである。 

■ EUAのオープンサイエンス活動領域 



Open Science Career 
Assessment Matrix (OS-CAM)  

 EUオープンサイエンス・リワードWGの提言 
◦ オープンサイエンスの実践活動は、全てのレベル

の研究者の採用、昇進、研究助成等において、評
価されなければならない。 

 OS評価指標の観点 

92 
Source:  European Commission Working Group on Rewards under Open Science, Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices. Rewards, 
incentives and/or recognition for researchers practicing Open Science (2017) https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/os_rewards_wgreport_final.pdf 

 研究成果：研究活動、論文、データ、オープンソース、OS助成 

 研究プロセス：ステークホルダとの連携、学際的協働、研究公正、リス
クマネジメント 

 社会貢献：リーダーシップ、学術的地位、査読、ネットワーキング 

 インパクト：コミュニケーション、発信、知的財産、社会的インパクト、知
識交流 

 教育：教育、メンタリング、指導 

 専門性：専門開発、プロジェクトマネジメント、人的資質 



オランダ全国レベルの 
研究評価改革 
 発起機関 

◦ オランダ大学協会（VSNU） 
◦ オランダ科学研究機構（NWO） 
◦ オランダ大学病院連合（NFU） 
◦ オランダ衛生研究開発組織（ZonMW） 

 研究評価の方向性 
  Room for everyone’s talent 

◦ キャリアパスの多様化と活性化 
◦ 質の評価 
◦ 個人とチームのバランス 
◦ オープンサイエンスの促進 
◦ アカデミック/リーダーシップを促進 

93 
Source:  VSNU, NFU, KNAW, NWO and ZonMw (2019) Room for everyone’s talent: towards a new balance in the recognition and rewards for academics 
https://www.vsnu.nl/en_GB/Recognition-and-rewards-of-academics.html 



中国の研究評価改革（2020年2月） 
SCI論文と関連指標の使用を規制 

 評価対象となる「代表的な作品の数」を制限 
 研究者の場合、5点まで 

 そのうち最低1/3は「国内の学術雑誌において発表」されたも
のでなければならない 

 基礎研究は、雑誌のIFやSCI関連指標ではなく、論文の革
新性や学術的貢献を評価 

 応用研究は、論文を評価指標としては一般に使用せず（!）、
技術的課題への実質的貢献や、産業応用、新プロセスの効
果等を評価 

94 

 教育部＆科学技術部「大学におけるSCI論文の関連インデックスの使用の規制ー
正しい評価オリエンテーションの確立に向けて」 

 科学技術部「論文のみに依拠する科学技術評価の悪影響を排除するための措置
（試用版）」 

Source:  船守美穂「中国、研究評価におけるSCI論文と関連指標の使用を規制」mihoチャネル (2020.3.13) 
https://rcos.nii.ac.jp/miho/2020/03/20200313/ 

SCI論文に 
報奨金を 
出しては 

いけない！ 



日本の状況 
 IFやTop10%論文などのグローバルな指

標で競争に勝たないと意味がないという

先入観で改革の動きなし。。。 

95 

他人の土俵で 
勝つのは 
難しい 

しかも 
IF等が高くても 
良い研究とは 

限らない 



6  学術と社会が接近 
 する時代の 
 学術情報基盤と研究評価   



オープンサイエンスの 
ステークホルダー 
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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。 



研究評価と学術情報流通基盤の 
切っても切れない関係 

• 研究成果は、学術情報流通基盤上に形成され、流通する。 

• 評価者は、学術情報流通基盤上の研究成果を評価する。 

• 流通する研究資源が変われば、査読付論文以外の研究成
果を評価することも可能に！ 

98 

評価者 
査読付 
論文 

データ 

コード 

ブログ 

学術情報流通基盤上の 
研究成果 

研究上は、 
データやコードを 
評価した方が 
有用かも 



研究評価のレイヤー 
 研究者   ‣‣‣ 研究者 

◦ 査読、引用   （評価対象：論文） 

 学術機関    ‣‣‣ 研究者 
◦ 採用、昇進、定期評価、学内資源配分 （評価対象：研究者） 

 研究助成機関 ‣‣‣ 研究者 
◦ 研究助成、中間/最終評価 （評価対象：研究助成） 

 政府   ‣‣‣ 学術機関  
◦ 法人評価、認証評価  （評価対象：学術機関） 

 国際機関 ‣‣‣  国 
◦ 各国比較、ランキング  （評価対象：国の科学技術力・ 
                                                                                      国の科学技術基盤） 

99 
Source:船守美穂．なぜ今，研究評価か？―学術情報流通と研究評価の関係性―． 
  薬学図書館．６５（４），２０２０，１６０－１６７．（2020年10月31日発行） 

研究者間の「学術の 
品質保証」を 

国の「競争力比較」に 
使うのは適切？ 



研究の社会的インパクトを評価 
 英REF（Research Excellence Framework） 

 英国大学への運営費交付金の傾斜配分に用いられる大
学評価の枠組み 

 前身のRAE（Research Assessment Exercise）に対し
て、「研究のインパクト（波及効果）」を評価したことに特徴
がある。 

 Altmetrics 
 SNSや閲覧、ダウンロードなどにおける論文の影響度を

評価 

100 小林直人他「英国の新たな大学研究評価 REF におけるインパクトの分析」 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/randi/30/0/30_154/_pdf http://altmetrics.org/manifesto/ 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/randi/30/0/30_154/_pdf


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。 
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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 



時間差で起きる教育面と研究面の、
高等教育のマス化 
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大学 
進学率 
上昇 

学内の 
学生層 
変容 

社会の 
大卒者 
拡大 

社会と 
学術界の 
距離縮小 

社会と 
学術界の 
融合？ 

学生に合わせた 

大学教育体制 

初年次教育 

大学経営・執行部 等 

社会において必要 

とされる大学教育 

コンピテンシー教育 

専門職業人育成 等 

社会からの学術への 

要求顕在化 

公的資金を得た 

研究成果の公開等 

社会のための学術 

社会と共に進む学術 

社会的課題解決 

市民科学、インパクト等 

教
育
面 

研
究
面 



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 



専門職人材によるオープンな学習コミュニティ 

104 （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。 



社 会 
どうせ納税 
するなら 

欲しいものが 
ほしい 

これまでの 
学術情報基盤と 
研究評価 

学術情報基盤と研究評価のこれから 
…多様な学術に基づく研究評価へ 

JIF、採択率 
被引用数 

Top10%論文 

STEM, バイオ、IT等 
流行の分野 

WoS, Scopus, SCI 

大 学 
人文学     社会科学      理学 

学際領域、モード２ 応用科学 
STEM, バイオ、IT等 

流行の分野 

SNS IR DMP 研究 
証跡 

大学紀要 

国内学術誌 

専門書 

研究データ 

コード 

研究プロジェクト 技報 
新聞 

ブログ 
教養書 教科書 

WoS, Scopus, SCI 

情 報 基 盤 

地域連携 

産学連携 
専門教育 

教養 
好奇心 社会的課題 

コンプライアンス 研究コミュニケーション 

大学の研究評価・発信機能 

Japanese 
Academic 
Identity 

https://rdm.nii.ac.jp/


オープンサイエンス時代の 
学術共創と学術情報基盤のあり方 
 高学歴化した社会においては、社会と学術界の境目は曖

昧になり、両者が連携・協働して、人類の発展のための研
究活動をすることになる。 

 現在、論文が登載されている学術情報基盤は、研究データ
やプログラム、解析ツールも搭載するようになり、学術情報
を参照するだけでなく、研究活動を行う場となる。 

 社会と学術界が研究活動を共に行っていくにあたっては、
社会も学術情報基盤の利用者として、そのあり方について
一家言を有する。 

 人類の発展のために最も好ましい学術および学術情報基
盤のあり方を、社会と学術界が共にデザインしていくことが
望まれる。 
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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） 

https://rcos.nii.ac.jp/miho/
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