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Today’s Talk

1. 大学における研究データポリシー策定の背景

2. 大学における研究データポリシーの考え方

3. 研究データポリシーの類型

4. 大学において研究データポリシーを策定していく上で

（おまけ） これからの大学におけるデータガバナンス
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1．大学における研究データポリシー策定
の背景



日本の研究データ管理（RDM）を
取り巻く動向

 オープンサイエンス推進に向けた全般的合意

 研究助成機関や国際学術雑誌によるRDMの要求

 研究不正防止のための「研究データ10年保存
ルール」

 「研究再現性の危機」への対応

 データ集中科学への対応

 Society 5.0の推進

⇒ 研究データを管理・共有・公開することで実現 3



学術機関における研究データ管理
に関する提言（AXIES）
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 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。

 大学ICT推進協議会（AXIES）

 研究データ管理（RDM）
• Research Data Management

Source: 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）
https://rdm.axies.jp/sig/57/



学術機関における研究データ管理に関す
る提言（AXIES）…全体の構成

 本文

 付属文書
（目的・効果）

I. 研究データ管理における学術機関の役割

II. 学術機関における研究データ管理の導入目的の実際

III. 学術機関が管理・提供する研究データと利活用の場面

（方法・機能・維持管理）

IV. 学術機関における研究データ管理を成り立たせる条件

V. 学術機関における研究データ管理のための仕組み

VI. 研究データ管理のためのデジタルプラットフォームの機能要件

VII. 研究データ管理のための人材育成

 用語解説

 参考文献 5



学術機関における研究データ管理
に関する提言…本文

1. デジタル時代の研究活動におけるRDMの必要性
 研究のあらゆる過程で、研究データが頻用

 「もはや、研究データの利用・管理を制する研究者がデジタル時代に
おける研究を制すと言っても過言ではない」

2. RDM情報基盤を学術機関が整備する必要性
 研究者が環境を用意することは非効率

3. RDM環境が学術機関横断的に共通していることの効率性と、
AXIESの役割

4. 学術機関のさまざまな部署に参照されることへの期待
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NII研究データ基盤
（NII Research Data Cloud）

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HP
https://rcos.nii.ac.jp/service/



研究者の研究データとの関わり

研究前 研究中 研究後

 論文発表時のデータ整
理・公開

 研究データ10年保存

 研究データの公開・共有

 研究者の在籍・異動時の
データの移管

 研究者の退職・離職時の
データ整理・破棄・保存

 研究室内の研究デー
タ管理体制の整備

 先行研究・データの
検索・確認

 研究データ管理計画
（DMP）の策定・管理

 共同研究契約等にお
ける研究データの扱
い確定

 研究データの収集・生成

 研究データの加工・解析

 研究データの整理・保存

 研究データのグループ内
の共有

機関リポジトリが
関係するのはごく一部なのに、

研究データポリシーは
全研究プロセスについて

策定する？

 データ検索基盤
• データガバナンス機能
• 人材育成基盤

 データ管理基盤
• データ解析機能

 データ公開基盤
• データキュレーション機能
• オープンアクセス推進機能

【利用可能なNII Research Data Cloud】



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）

10RA、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
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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



シンプルでも
URDPがあることの意味

 URDPがあることに意味がある

 大学がRDMについて対応することの意思表示

 研究データについて、大学に責任があることの証

学内教職員や関係部署が共通の認識を持ち、
組織的な対応が可能となる拠り所

 関係部署が自身の業務をポリシーにより位置づけ

 データキュレータ等は研究支援業務を評価の対象
にすることが可能に

11

RDM推進の
象徴



第６期科学技術・イノベーション基本計画
…（２）新たな研究システムの構築

（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進）

 機関リポジトリを有する全ての大学・大学共同利用機関法人・国
立研究開発法人において、2025 年までに、データポリシーの策
定率が100％になる。

 公募型の研究資金の新規公募分において、2023 年度までに、デ
ータマネジメントプラン（ＤＭＰ）及びこれと連動したメタデータの付
与を行う仕組みの導入率が 100％になる。

12

【数値目標】

Source: 第６期科学技術・イノベーション基本計画
https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/6honbun.pdf

■ 関連文書
統合イノベーション戦略推進会議 （令和 3 年 4 月 27 日）
「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」
https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/sanko1.pdf



文部科学省 事務連絡（令和３年６月２日）

「公的資金による研究データの管理・利活用に関する
基本的な考え方」について（通知）
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 NII Research Data Cloudを中核的なプラットフォームとして位置付け、
メタデータを検索可能な体制を構築する。（2023年度まで）

 機関リポジトリを有する全ての大学等は、 2025年までにデータポリ
シーを策定し、機関リポジトリへの研究データの収載を進める。

 公募型の研究資金の全ての新規公募分について、 メタデータを付
与する仕組みを導入する。（2023年度まで）

 研究者は管理対象データの範囲を定め、メタデータを付与し、研究
データ基盤システムで検索可能なプラットフォームへ登録する。

 その他（人材・支援体制の整備、取組状況の評価、他のデータ・プ
ラットフォームとの連携等）
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2．大学における研究データポリシーの
考え方



なぜ研究ＤＰが必要か

研究データに対する

機関の責任を明確にするため

研究者は既に
研究データを
管理している



研究データ管理は誰がするのか？

研究者

 個々の研究活動に密着した研究データ管理は、
研究者自身がこれまでやってきたことであり、今
後もこれについては変更は無い。

大学

 大学は、研究データ管理の環境整備や人材育
成を行い、機関管理の責を負う。

• 研究者一人一人が、研究データ管理の環境整備を
するのは非効率

16



大学はなぜ、
研究データ管理をするか

Ⅱ．学術機関における研究データ管理の導入目的の実際

a. 機関内学術成果の発信と社会連携による「開かれた学術」の実現

b. 研究広報と外部連携促進による学術機関の認知度向上

c. 機関内研究者向け研究インフラの整備による学術機関の研究力強化

d. 研究データ公開による研究助成機関や国際学術雑誌からの要請への対応

e. 学術研究成果の根拠データの保存・管理による研究データ 10 年保存ルール
への対応

f. 研究証跡の保存・管理による研究者の保護と機関のコンプライアンス強化

g. 研究データの長期保全と利用提供による学術の継承

h. 研究データの教育利用による学生のデータスキルの向上

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）
https://rdm.axies.jp/sig/57/



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

18Source: http://gfzpublic.gfz-potsdam.de/pubman/item/escidoc:986897:6/component/escidoc:986898/Positionspapier_Forschungsdaten.pdf



研究データの権利に関する
ソルボンヌ宣言

 宣言の趣旨

 採択日： 2020.1.27
 採択機関

 Association of American Universities（AAU）（米国）
 African Research Universities Alliance（ARUA）（アフリカ）
 Coordination of French Research-Intensive Universities（CURIF）（フランス）
 German U15（ドイツ）
 League of European Research Universities（LERU）（欧州）
 学術研究懇談会（RU11）（日本）
 Russell Group（英国）
 The Group of Eight（Go8）（オーストラリア）
 U15 Group of Canadian Research Universities（カナダ） 19

 研究活動から得られる知は、社会に還元すべきであることを確認し、

 研究型大学ネットワークが、FAIR原則に則り、可能な限り研究デー
タを共有することを約束し、

 グローバルな学術研究コミュニティにも同様を呼びかけ、

 研究助成機関や政府には、必要な支援を要望する。

RU11が
署名している



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。

20(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



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

21

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。

22大学における研究データポリシーの必然性は、
結構、曖昧・・・・？



研究ＤＰで定めるべき内容

1. 研究データに対する
大学としての考え方

2. 大学における研究
データの取り扱い



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タイトル

a. 研究データポリシー
 対応大学： ②コンプライアンスへの対応型、③折衷案型の多くが採

用。一部、 ①オープンサイエンスへの対応型大学も採用。
 [59][61][62][67][68][76]

b. 研究データ管理ポリシー
 対応大学： ①オープンサイエンスへの対応型大学の多くが採用

 [26][54][55][57][58][60][63][69][71][72][73][74][75]

c. 研究データの帰属に関するポリシー
 対応大学：②コンプライアンスへの対応型が採用 [63][66]

d. 研究データの公開・発信ポリシー
 対応大学： ①オープンサイエンスへの対応型大学が採用 [26][70]

24
注） [ ]内の数字は、URDPガイドラインの参考資料１「参考文献」の数字



研究データ管理体制

研究データの
何に関する取扱いを定めるか

研究前 研究中 研究後

研究データ管理体制

研究データの帰属研究データの帰属

 研究データ10年保存

 研究データの公開・共有

 研究者の在籍・異動時

 研究者の退職・離職時

 研究データの長期保存

 研究データの機関の資産化

 研究データの広報・利用提供

 研究室内の研究
データ管理体制

 研究データ管理計
画（DMP）の策定・
管理

 研究データ管理基盤の提供

 研究データ管理研修の提供

 解析ツールの提供

 機密データの扱い（個人情
報、情報セキュリティ、産学
連携、知財等）

 データ整理等研究支援

OS型 コンプライアンス型

研究プロジェクト
終了後に特に

機関と研究者の関係を
整理する必要

がある



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。

26

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！



RDMに関わる「研究者への配慮」
の必要性

 研究者の懸念を払拭する必要性

 研究データをトップダウンで管理?!
 研究データはすべて無条件にオープンに?!
 研究データはすべて無条件に無償（フリー）に?!

 RDMの考え方を強調

 研究データ管理は、研究者自身がこれまでやってきたこ
とであり、今後もこれについては変更が無い！

 研究データを公開するかどうかは、原則として、研究者が
選択すること！

 無条件にオープンではなく、FAIR原則で！

27

心配
しなくて
よい？

※ FAIR原則： Findable, Accessible, Interoperable, Reusable
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3．研究データポリシーの類型



「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

29

...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・・・。



海外大学の研究データポリシーの分析
…参照した海外大学のポリシー

主要国から、①リーディング大学と、②研究
データ管理について先駆的な大学を中心に、
数大学ずつ抽出

 国横断的な網羅性はあっても、平均像を表現し
ている訳ではない

 URDPガイドライン「参考資料１」に提示

30

ベースを作った
京都大学に

Special Thanks!

 英(3)、独(2)、蘭(3)、米(4)、加(2)、豪(3)、
香港(1)、シンガポール(2)

• 赤字：多くの大学にてポリシーあり

• グレー：ポリシーはあるが、アクセス不可のものあり



「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」（AXIES）

 大学において研究データポリシ
ーを策定するにあたっての考
え方や手順をとりまとめ。

目次

1. 利用にあたって

2. ポリシー策定するにあたって

3. ポリシーの類型

4. ポリシーの項目と検討の視点

5. ポリシー策定のプロセス

 大学ICT推進協議会（AXIES）

31Source: 大学ICT推進協議会「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」（2021）
https://rdm.axies.jp/sig/70/



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 32

どっち派？



大学における研究データポリシーの位置づけ
…オープンサイエンスの流れに基づくポリシー

ポリシー策定の背景
 万人の研究成果へのアクセス確保、オープンサイエンスの流れ

 公的資金を得た研究成果の公開・発信への要求（説明責任含む）

 人類の英知の保存と継承

 堅実な研究の実現、研究再現性の担保

 研究の透明性の拡大、研究不正防止

規定する内容

① 「オープンサイエンス」または「研究データ管理」の大学にとっての重要
性の宣言

• 「ポリシー策定の背景」参照

② 研究データ管理の学内実施体制（役割分担）

• 大 学： a）ポリシーの周知と徹底、b）インフラ整備と運営、c）研究データ
管理の支援体制提供、d）研究データ管理に関わるトレーニングと実施促進

• 研究者： 研究活動中の研究データ管理 33



34https://icts.nagoya-u.ac.jp/ja/datapolicy/



35
https://icts.nagoya-u.ac.jp/ja/datapolicy/commentary/



大学における研究データポリシーの位置づけ
…機関のコンプライアンスへの対応に基づく

研究データポリシー

ポリシー策定の背景

 機関が、文書管理規定、情報公開請求、知的財産管理、研究公正規定
などに組織として対応する必要性

• 米国のNIHやNSFは、文書管理規定で3年間、研究公正でNIHは6年間、
特許では20年間の、研究データの保存が求められる。

規定する内容
 研究データの「帰属」

• 研究者がデータの生成者であるのに対して、コンプライアンスの観点では
機関が、各種研究契約の契約主体として、機関としての対応をしなくてはな
らないため、機関と研究者間の研究データの帰属を整理する。

 研究データの「保管」

• 研究データを、機関と研究者間でどのように保管するかを整理する。

 研究データの「移管」

• 研究者が他機関に異動する場合の、研究データの扱いについて整理する。
36

（出典）RCR Administrators, Retention of Data, Tutorial for Data Management (last accessed, 2020.5.5)

機関が、機関として対応
できるためには、

研究データについて、
機関に一定の権限が

必要?!

https://ori.hhs.gov/education/products/rcradmin/topics/data/tutorial_11.shtml


Data Management Tutorial
Administrators and the Responsible Conduct of Research
(RCR Administrators)

37



38
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/websites.harvard.edu/dist/6/18/files/2020/07/data_ownership_policy_08.06.19.pdf



39
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/websites.harvard.edu/dist/6/18/files/2020/07/data_ownership_policy_08.06.19.pdf



40
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/websites.harvard.edu/dist/6/18/files/2020/07/data_ownership_policy_08.06.19.pdf



「研究データの移管」の方法
…研究者が他機関に異動する場合

研究者が研究データの
オリジナルを持って行く

異動前の大学

 研究データの管理権限を、
研究者の異動先の機関に移
管する手続きを実施

異動先の大学

 研究データの管理権限を引
き受けることを書面にて約束

 組織として責任をもって研究
データを管理。必要に応じて
組織として対応

研究者が研究データの
コピーを持って行く

異動前の大学

 研究者異動後も、当該研究
者が在任中に生成した研究
データを組織として責任をも
って管理

異動先の大学

 研究者が着任した後に生成
した研究データのみ管理

41

こちらが
一般的と

言われている

いずれにしても、
組織として管理が
きちんとされている

ことが大事



「研究データの帰属」の考え方

米国

 背景

 機関が、文書管理や情報公開
請求、知的財産管理、研究公
正について対応要

 考え方
 大学

 研究データ帰属（asserts 
ownership）

 研究者

 研究データの管理者
（steward）かつ、保管者
（custodian）

日本

 背景

 研究データの帰属について議
論がまだ十分にされていない。

 現段階では、慣行に則ること
が適切

 URDPガイドラインの記述
 研究データは、研究者に帰属

 ただし、大学が機関として対
応可能な手続きや考え方の
整理要

42



大学における研究データポリシーの位置づけ
…折衷案型の研究データポリシー

ポリシー策定の背景
 大学ごとに異なるが、一般には以下2つ以上の視点を含む。

• オープンサイエンスの流れを踏まえた、研究データ管理と共有・再利用の重
要性

• 機関としてコンプライアンスの必要性

規定する内容
 大学ごとに異なるが、研究データ管理の場面ごとに設定

• 研究データ管理計画（DMP）の策定

• 研究公正のための研究データの保存

• 機関リポジトリを通じた研究データの公開

• 研究者の他機関移籍時の手続き

• 研究活動時のストレージの提供
• ：
• ：

43

折衷案型ポリシーは、
研究データに関連して
定めるべきこと諸々を

一つのポリシーに
全て積み込む。



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構成の３つの類型

44

X) 非構造的な研究データポリシー
 必要な事項を羅列

 対応大学：学内議論が十分に成熟していない大学等が採用

Y) 「研究データ管理の場面」ごとに構成した研究データ
ポリシー
 研究データ管理の場面ごとに、必要事項を定める。

 対応大学：②コンプライアンスへの対応型、③折衷案型大学の多くが
採用

Z) 「役割と責任」を中心に構成した研究データポリシー
 学内の研究データ管理体制における、機関と研究者の役割を定める。

 対応大学： ①オープンサイエンスへの対応型大学の多くが採用



研究データポリシーの類型
…X) 非構造的な研究データポリシー

45

○○大学 研究データポリシー

（前文）

１．（大学の研究データ管理に対する考え方）

２．（研究データの範囲）

３．（研究データ管理の場面ごとの留意点）

：

Ｘ．（研究データ管理における大学の役割、支援体制）

X

とりあえず、
必要な事項を

羅列する



研究データポリシーの類型
…Y) 「研究データ管理の場面」ごとに構成

（コンプライアンス型、折衷案型大学に多い）

46

○○大学 研究データ(帰属)ポリシー

前文

（ポリシー導入の背景）

基本方針（Policy Statement）

方針と手続き

A. 研究データの帰属（Ownership）

B. 研究データの保管（Retention）

C. 研究データの移管（Transfer）

D. 研究データの共有（Sharing and Access）

 （役割と責任）

用語の定義

関連規則

関係部署と連絡先

Y

「DMP作成」、
「データ廃棄」等

について定めるのも
OK！



研究データポリシーの類型
…Z) 「役割と責任」を中心に構成

（オープンサイエンス型大学に多い）

47

○○大学 研究データ(管理)ポリシー

前文/基本方針

（ポリシー導入の背景と、大学の研究データ管に対する考え方）

ポリシー策定の目的

（学内の研究データ管理枠組みの明確化と、役割分担の明確化）

用語の定義

（特に｢研究データ｣の定義）

適用範囲

（ポリシーの対象となる｢研究者｣の範囲等）

役割と責任

A. 大学

B. 研究者（研究開始前/実施中/実施後）

関連規則

ポリシー見直し予定時期

Z

機関と
研究者の

RDMに関する
役割を定める



大学における研究データポリシーの項目と
検討の視点

 URDPガイドライン第4章

(1) ポリシーの構成

(2) ポリシー名

(3) 前文/基本方針/基本的な考え方

(4) ポリシーの目的

(5) 用語の定義

(6) 適用範囲

(7) 役割と責任

(8) 既存の規則との関係性

(9) その他、ポリシーに含めると良い項目

48

項目を
埋めていけば、

研究データポリシー
できあがり！



49

４．大学において研究データポリシー
を策定していく上で



大学における研究データ関連ポリ
シーの種類

（研究データポリシー）
① オープンサイエンスの流れに基づくポリシー

② 大学機関のコンプライアンスへの対応に基づくポ
リシー

③ ①と②の折衷案的ポリシー

（その他の研究データ関連ポリシー）
④ 研究公正に関わる規定やポリシー（「研究データ

10年保存ルール」）

⑤ 機関リポジトリに関わるオープンアクセスポリシー

⑥ その他 50

図書館の
OAポリシーから
始めるのもよい



先行大学の研究データポリシー

 京都大学

 研究データ管理・公開ポリシー

 研究者情報整備委員会 承認（2020.3）

 名古屋大学

 学術データポリシー

 教育研究評議会 承認（2020.10）

 東京工業大学

 研究データポリシー

 問合せ先:研究推進部情報図書館課電子図書館グループ

51

いずれも
オープンサイエンス型

だよ！



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

52

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？



53

…結局のところ、

「なぜ、研究データポリシーを策定するのか？」を

学内で十分に議論することが必要！

大学における研究データポリシーの位置づけ
…議論の必要性



（参考）Magna Charta Universitatum
（大学大憲章）

 概要

• ヨーロッパ最古の大学であるイタリアのボローニャ大学が中心となり1988年に制定。
（MCU1988）

• 4つの基本原則 1．大学の自治と自律性、2．教育と研究の不可分、3．学問の自由とそ
の尊重、4．知の探求と地理的国境を超越した相互交流を掲げる。

• もともとはヨーロッパ諸国の高等教育機関が緊密な協力関係を築くことを期待し形成。現
在は、世界94 カ国947大学が参加。（2021.9現在）

 日本からは東京大学、京都大学、大阪大学、慶應義塾大学、国際基督教大学、東京理科大学、関西学院
大学、創価大学、玉川大学、東洋大学が参加

• 2020年に、真理追究とともにその実践に価値があること、大学がグローバルな性格とと
もにローカルな責務があることの視点が付加された。（MCU2020）

 学術情報共有への言及

• MCU1988の具体的方策4に、「大学は、（中略）情報と記録文書の相互交換（中略）が
知識の増進に不可欠であると認識すべき」とある。

• さらに、MCU2020には、「大学の学問の自由がオープンな対話に支えられていること」、
「大学は世界の課題に向き合い、人類に貢献しなくてはいけないこと」への言及がある。

54
（参考）Observatory Magna Charta Universitatum http://www.magna-charta.org/about-us



URDP「解説・補足」文書の
必要性と重要性

 URDP策定のステップ
1. URDP策定時には細かい条件まで議論

2. URDP確定時には、全学合意可能なように、シンプルに
まとめる

3. URDPに含まれなかった部分を「解説・補足」に記述し、
両者合わせてポリシーとする。

 URDP「解説・補足」文書の必要性と重要性

 ポリシーの理解を深めるのに重要
• 執行部や部局、研究者へのポリシー説明にも便利

 ポリシー本体より承認レベルを下げることで、RDM実施
の機動性を高めることも可能

55

解説文書があると
説明しやすい



大学において
RDMが実施に移されるまで

56

研究

データ

ポリシー

解説

・補足

全学

アクション

プラン

部局

実施要領

ポリシー策定で
満足しないことが

大事！

※ ポリシー策定と、RDM実践の順番を逆、または
並行して実行することもOK。

実践があることで、ポリシーが明確になることあり。



RDM「全学アクションプラン」と
「部局実施要領」の必要性

全学アクションプラン

 本部関係部署の役割とアクションプラン

 部局と研究者の役割とアクションプラン

 いつまでに、何をするか

部局実施要領

 部局事務局の役割（管理内容、環境整備）

 各専攻・学科や研究室・研究者の役割

57

ポリシーのみでは、
各部署、何をすべきなのか

分からない



研究データポリシーに関連する
大学の規定・ポリシー

 研究公正、研究倫理関連

 ライフサイエンス研究等に係る倫理、
安全等関連

 知的財産、著作物等取扱関連

 個人情報保護関連

 安全保障輸出管理関連

 文書管理、情報公開関連

 オープンアクセスポリシー

 情報セキュリティ対策関連

58

※ 基本的にこれら関連規則は、

研究データポリシーと並行して

効力を有す。

これらは、
学内の研究データや
研究活動を律する

総合的な
規則パッケージ



大学における研究データポリシー
策定のプロセス

ポリシー
策定後

ポリシー
策定

検討体制
構築

(1) 問題提起
(2) 関係部署のリストアップと呼びかけ
(3) 検討体制の確定（特に担当理事等責任者）

(4) ブレスト「なぜ、研究データポリシーを策定するか？」
・必要に応じて(3)関係部署を増強

(5) ポリシー草稿と議論の繰り返し
(6) ポリシーの承認プロセス

(7) ポリシー確定、広報・周知
(8) 学内体制整備
(9) ポリシーの見直し
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研究データポリシー策定の
ポイント

1. 大学において研究データポリシーを策
定する目的を明確に！

2. そして、ポリシーを策定したら、研究デ
ータ管理を学内に実現することを忘れ
ずに！
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ポリシーは、
研究データに対する
機関の責任を明確に

するためにある！



「大学における研究データ管理体制構築へ
の道のり」（AXIES）
…「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」付録

 大学における研究データ管
理体制構築に向けた事例集

 RDM取り組み状況

 研究データポリシー策定途上
での実際的な課題

61Source: 大学ICT推進協議会「大学における研究データ管理体制への道のり」
「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」付録 （2021）
https://rdm.axies.jp/sig/70/

自分の大学に近い
具体例が

参考になるよ！



AXIES-JPCOAR研究データポリシー策定
WS（第一回）（2021.9.28開催）

62https://sites.google.com/view/axies-jpcoar/event/20210928ws
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（おまけ） これからの大学における
データガバナンス



データガバナンスに向けての動き

 大学運営において生成される機関データについ
ても、機関管理するニーズが高まっている。

 機関データについては、「データガバナンスポリ
シー」が策定されつつある。

 大学においては、データの戦略的利用というより
は、部署横断的なデータの整合性を担保するこ
とを目的とした、説明責任の意味合いが強い。

 IR室または情報基盤センターが担当部署
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データガバナンス

 データ管理に対して，組織として，明確な理念のもとに体制を
構築し，具体的に実施するようにすること。

• 機関におけるデータ管理の重要性が認識されるようになり，近年使わ
れるようになった概念。

 大学におけるデータガバナンスはもっぱら「機関データ（人事，
財務，教務データ等）」を対象とする。

 部署間のデータの整合性の担保や，エビデンスに基づく意思
決定，データセキュリティ，コンプライアンスなどを目的する。

 担当部署： IR室、情報基盤センター等
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企業のマーケティングにおいて
データの整合性は

戦略的に優位に立つ上で
最重要課題！



データガバナンス
…C-Officer＋四役

 データオーナー
 データ所有者。大学の機関データについては学長あるいは大学当局。

 データトラスティー
 大学の役員や管理職により担われ，自身の担当領域のデータの管理につい

て最高責任を負う。

 データスチュワード
 担当領域の部課長や職員で、機関データが適切に生成、管理、取り扱われる

ことについて責任を有す。

 データカストディアン
 データの保存管理や保護について責任を有し、情報管理やIT部門により担

われることが多い。

 Chief Data Officer (CDO)
 機関におけるデータガバナンスの実施を総括する。大学ではIR室を兼ねる場

合がある。

66



大学のデータ管理における
研究データと機関データの考え方の違い

研究データ

対象
• 研究の過程で収集・生成され

るデータ

データ生成者
• 研究者

データスチュワード
• 研究者や研究支援者

データオーナー
• 研究者または、大学当局が担

う場合もあり

機関データ

対象
• 大学運営の過程で収集・生成

されるデータ

データ生成者
• 大学事務部署の職員

データスチュワード
• 大学事務部署の部課長、職員

データオーナー
• 学長または、大学当局
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データ生成者と
管理者が

基本的に一致データ生成者と
機関管理の
責を負う者が

不一致



まとめ
…「研究データの帰属」の考え方の整理の必要性

 「研究データ」と「機関データ」の機関管理の考え方
は、現場では独立して発展しているが、今後、総合
的に体系立てられるものと想定される。

 「機関データ」は、大学職員が大学運営のために収
集・生成しており、機関管理の考え方が自然に導
入可能である。

 これに対して「研究データ」は、研究者が自身の研
究活動のために収集・生成しており、今後、その機
関管理の考え方は、「研究データの帰属」の考え方
とともに、整理されていく必要がある。
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