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Open Science Conference…概要

主催
 Leibniz Research Alliance Open Science
独・ライプニッツ協会を中心とする30以上の学術や情報

基盤関係機関からなるアライアンス

中心人物： Klaus Tochtermann教授

開催回数： 8回 (2012-)
 Science 2.0から始まり、Open Scienceにつながる

開催場所：
例年はベルリン。今年はオンライン

略称： OSC
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OSC2021…概要

会期
 2021年2月17ｰ19日

テーマ
グローバルな危機と社会変動の影響とインパクト

• コロナ、温暖化、科学のデジタル化における「オープンリ
サーチの実践」、サイエンスコミュニケーション等

開催形式：オンライン

参加費： 50ユーロ

参加人数： 320名（例年は、150名）



OSC
新しい発見
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オープンサイエンスにおける
サイエンスコミュニケーターの役割

 Building a Global Consensus on Open Science – the future UNESCO 
Recommendation on Open Science
 Ana Persic, Division of Science Policy and Capacity-Building (SC/PCB), UNESCO
 OSCオープニング講演

 ユネスコの「オープンサイエンス勧告（案）」のパブコメを受けての改
訂方針を講演

 「オープンサイエンスにおけるサイエンスコミュニケーターの役割」が欠
落しているとの指摘を受け、挿入予定

 OSにおけるサイエンスコミュニケーターの役割

 ユネスコのOS勧告は、（デジタルなOSというより）、学術や知識の開放を
通じた、南北格差の是正を強く意識。

 学術を広く社会に開放する上で、論文や研究データは専門的すぎるた
め、サイエンスコミュニケーターの役割がOSに重要。

https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation

Opening
Talk!
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OSインフラの持続性のための財源の
検討要
 In a locked-down-world: how can we 

continue to support Open Science to 
ensure immediate digital access to 
research to those who need it?
 Vanessa Proudman, SPARC Europe, 

Netherlands

 SPARC Europeで行ったOSインフラへのア
ンケート調査の内容を報告

 120以上のOSインフラが育っているが、
安定的財源を有するインフラが少ないた
め、研究助成機関や政府、財団、機関等
はこれをどのように維持、支援するか、
検討要。

https://sparceurope.org/new-sparc-europe-report-out-scoping-the-open-science-infrastructure-landscape-in-europe/
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Data Communitiesにおけるデータ共有
を支援する
 Data Communities: Data Sharing from the Ground Up
 Dr Danielle Cooper, Ithaka S+R, USA

 研究データが、（機関や学会・分野単位ではなく）研究トピックごとに
形成されるData Communitiesにおいて一般に共有されることに着目。

 それぞれのData Communityごとに試行錯誤をしているため、これを
支援すると良い。

 プラットフォームを用意するのではなく、「ローテクで、小規模なソ
リューション」の方が適切。

 大学図書館はまずは、①自機関においてData Communityのノード

となっている研究者を支援し、徐々に②機関横断的な支援を提供
すると良い。
 Data Curation Networkの活動は良い事例

 現在、米国21の大学図書館でData Communityを支援する取り組みに着手開始

https://sr.ithaka.org/publications/data-communities/
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OSを促進するためのOpenness Profile
 Opportunities and obstacles on the way to full Open 

Scholarship
 Clifford Tatum, Leiden University, Netherlands

 「Open Scholarshipを促進するためには、研究評価を変え
る必要がある」という研究ポリシー専門家の結論。

 しかし、トップダウンだ
けでなく、ボトムアップ
の動きが必要との認識
から、「ORCIDに付属す
るOpenness Profile」を
考案した。

https://zenodo.org/record/2549270#.YDYZ4-gzZaR
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German Reproducibility Network
（DERN）
 2021年2月設立

 ドイツ国内に乱立するOpen Researchに関わるイニシア
ティブの交通整理することで、国内の研究の透明性と信
頼性を向上させる。

 機関は参加することで、自機関のOpen Researchに関わ
るコミットメントを表明することができる。

 発起人：12名の個人（独・学術機関や学会に所属）

 予算：ゼロ（機関会員を募る予定）

 類似のネットワーク
 英（UKRN）、スイス（CHRN）、豪州（AURN）、スロバキア（SKRN）

https://reproducibilitynetwork.de/

各国の
事情に応じた
活動を展開
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「オープンサイエンス」の次は？

パネルディスカッションにおいて、「オープンサ
イエンスのこれから」が話題に上がり、より広
い意味の方向性が示唆された。

オープンを除いた「責任ある研究（responsible 
research）」が良いのでは？

ユネスコでは、南北格差（inequity）の是正を想定

 EUのOpen Science Policy Platform（OSPP）最終報告

では、オープンサイエンスを超えて「共有された知
に立脚した研究システム」を想定

https://www.openscience.eu/open-science-policy-platform-final-report/



OSC
会議
フォーマット
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サイエンスコミュニケーターの司会

 プロのサイエンスコミュニケーターをメインセッショ
ンの司会に立て、会場を盛り上げる。
講演者の紹介

講演者に話しかけ
• 今いる場所。その場の名所

パリ、エッフェル塔など

講演者にバトンタッチ
• The digital floor is yours!
 Q&Aの対応。必要に応じて、自分も質問

拍手
• Let’s applaud! 自身でも大きく拍手。 David Patrician

Global Moderator and Journalist

強いキャラを持ってくることで、
トークショーのような
賑やかさを演出

https://www.linkedin.com/in/david-patrician-2b88232/?originalSubdomain=de



14

わかりやすい
国際会議ポータル CVENT

• スケジュール一覧
• Join Sessionボタン有り
• My Schedule

• オンライン会場
• 講演者とスライドの配置良い
• Q&Aウィンドウ（Slidoに類似）

• ポスターセッション
• Meet the Speakers/Attendees
• 分かりやすい認証

• 氏名＋メアド
• 認証コードの入力

ストレスなく
必要な情報に

アクセスできた！
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トーク型の
ポスターセッション

 17件のポスターに1時間半のセッションを割り当て

 参加者は好きなポスターにアクセス

 発表者のZoomミーティング
① PPTスライドを用いたプレゼン（数分）

② 質疑応答

③ 人が入れ替わると、再び①を開始

 会場の模様
 概ね10－15分のサイクルで人が入れ替わり

 概ね10名前後の参加者で、質疑応答もスムースに行われた。

 発表者と親しくなる余裕もあった！

紙のポスターより
見やすく、

聞き取りやすくも
あった。

親密な
空間
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Meet the Speakers/Attendees
 1時間×２日の計２時間のセッション
 一回の対談は標準２０分（延長可能）

 国際会議プラットフォームのSNSを利用し、発表者／参
加者に対談を申し込み可能。

 リクエストが相手にメール送信される。

 承認されると、両者のMy Scheduleに反映

 My ScheduleのZoomリンクから対談が可能

旧交を
温められた！
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Virtual Group Photo!

 カメラONでZoomにアクセス。

顔写真がキャプチャされ、グリッド上に配置される。

集合写真の時間１５分がスケジュールに予定され
ていることがポイント。
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