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1．オープンサイエンスと研究データ管理
の動向



国内のオープンサイエンス関連
政策動向

2013年6月 G8科学大臣会合における研究データのオープン化を確約する共同声明

2015年3月 内閣府 「国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会」報告書

2016年1月 第5期科学技術基本計画 ⇒知の基盤の強化向けてオープンサイエンスを推進

2016年7月 日本学術会議 「オープンイノベーションに資するオープンサイエンスのあり方に関
する提言」

2017年4月 科学技術振興機構 「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」

2019年6月 内閣府 「統合イノベーション戦略」

2019年10月 内閣府 「研究データ基盤整備と国際展開に関する戦略」報告書

2020年5月 日本学術会議 「オープンサイエンスの深化と推進に向けて」提言

2021年3月 第6期科学技術・イノベーション基本計画
⇒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）

4https://rcos.nii.ac.jp/document/policy/

国内では、
オープンサイエンスと

研究データ関連政策が
同一視されている



海外のオープンサイエンス関連
政策動向
2003年3月 NIH, "Data Sharing Policy and Implementation Guidance"

2004年1月 OECD科学技術大臣会合, "Declaration on Access to Research Data from Public 
Funding“

2012年6月 英国王立学会, "Science as an Open Enterprise" 

2013年6月 G8 Science Ministers Statement 

2014年9月 EU, "Consultation on 'Science 2.0': Science in Transition" 

2015年12月 Science International, "Open Data in a Big Data World“

2015年8月 OECD, "Making Open Science a Reality"

2016年3月 FORCE11, "FAIR原則（The FAIR Data Principles）"

2016年5月 EU, "Open Innovation, Open Science, Open to the World"

2016年6月 EU, "Realising the European Open Science Cloud"

2016年7月 hefce, RCUK, UUK, Wellcome Trust, "Concordat on Open Research Data"

2019年11月 CODATA, "研究データに関する北京宣言（The Beijing Declaration on Research Data）"

2021年11月 UNESCO, "UNESCO Recommendation on Open Science" 5
https://rcos.nii.ac.jp/document/policy/

研究公正や
説明責任、

イノベーション、
開かれた学術など、

色々な流れが
複合している

欧州では、
E-Science

→ Science 2.0
→ Open Science

と展開



日本の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

⇒ 研究データを共有・公開することで実現 6



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

7Source: Open Science Monitor
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home&section=monitor

Open Science Monitor
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２. オープンサイエンスのインフラ



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

9



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
10http://www.nature.com/sdata/ https://www.journals.elsevier.com/data-in-brief



Launched “Polar Data Journal”

• The first data journal publishing in Japan

• Published by National Institute of Polar 
Research, Japan

• Uses JAIRO Cloud as data journal platform

• Actual data is preserved in external data 
repository in principle (Author(s) can be published 
actual data on JAIRO Cloud) 

https://pdr.repo.nii.ac.jp/

Ref: 
Launching a new data journal "Polar Data Journal": Toward a new data publishing 
framework for polar science
http://doi.org/10.1241/johokanri.60.147
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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



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.

15Source: 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）



NII Research Data Cloud

19

• 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
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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。

21

■ 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!



22Source: https://jdcat.jsps.go.jp/

人社系の

データが

一カ所で

検索可能！
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３．大学における
研究データ管理体制整備に向けて



学内研究データ管理体制（イメージ）

24

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）

25RA、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）

26

 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 27



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

28



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

29Source: http://gfzpublic.gfz-potsdam.de/pubman/item/escidoc:986897:6/component/escidoc:986898/Positionspapier_Forschungsdaten.pdf
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４．大学における
研究データポリシーの策定に向けて



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
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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。

32
大学における研究データポリシーの必然性は、
結構、曖昧・・・・？



「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）

33Source: 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」（2021）
https://rdm.axies.jp/sig/70/



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。
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【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



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

公開・蓄積管理・保存

検索・利用

by

次期

アカデミア、産業界等

収載

※データの説明、管理者、
共有・公開・非公開の区別等の
研究データの概要を示す情報

研究データ基盤システム
（NII Research Data Cloud）

連携を
推進

メタデータ
※

研究者が
付与

研究データを検索・利活用

研究データ

公募型の
研究資金

国立情報学研究所（NII)

（大学間等の高速通信ネットワーク）

〇研究データの公開・共有を推進、産学官のユーザがデータを検索可能

〇ムーンショット型研究開発制度における試行(2020年度開始）、その後、次期SIPに導入

全ての公募型の研究資金の新規公募分に導入(2023年度まで）

高度化・一体的運用

ＳＩＮＥＴ

2020年度に本格運用開始

資金配分
機関

様々なデータ・プラット
フォーム

大学・研究機関
等

EBPMのための
システム

SIP等の分野間
データ連携

バイオ、マテリア
ル等の重要戦
略分野のデー
タ・プラットフォー
ム

欧州等の海外
のプラットフォーム

研究データ基盤システムを中核としたデータ・プラットフォームの構築
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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。

36

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！



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

37

いずれも
オープンサイエンス型

だよ！



38https://icts.nagoya-u.ac.jp/ja/datapolicy/
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５．機関の研究データガバナンスにも繋がる
NII研究データポリシー
ー全国展開を目指して



所長からのリクエスト

1. 理想のポリシーを策定し、全国で
参照可能として欲しい

2. 折衷案型で、①機関のコンプライ
アンスと、②研究データの共有・
公開の促進をして欲しい



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 41

どっち派？



「理想のポリシー」の解釈

1. 機関の研究データガバナンスを
規定するものとして策定

2. 具体性のあるアクショナブルなポ
リシーとして策定

① 基本方針

② 研究データの管理・公開枠組み



NII-RDP: 基本理念等

研究データの適切な取扱い
研究データの

長期保存と利活用の促進
基本理念

基本的
考え方

D 利活用の促進や管理負担低減を
念頭においた

研究データ管理・公開枠組みの工夫

B 可能な限り確実な研究データの取扱い

A コンプライアンスおよび
説明責任を全う

C 研究データの共有・公開、
長期保存と機関提供

B1 研究データの
確実な管理と保全

B2研究データおよび
関連情報の保護

B3 研究公正、
研究再現性への配慮

学術の発展・継承

前文、第1条

第3.条

F 研究データの機密性や
国・機関・研究者の利益に配慮した、

公開の範囲や共有・公開手続き

E 機関と研究者等との協力と信頼関係に基づき、
両者の責任において研究データを管理・公開

（

管
理
・
公
開
の
要
件

）

（

管
理
・
公
開
の
指
針

）

機関の研究データガバナンス
の構築・維持



B1 研究データの
確実な管理と保全

B2研究データおよび
関連情報の保護

B3 研究公正、
研究再現性への配慮

④ 研究データが可能な限り確実に取り扱われるための環境整備

③ 組織的に整備された
研究データの機関提供と

利活用の促進

② 研究者が研究利用した
研究データの

共有・公開の促進

① 機関における
研究データの管理

機

関

研
究
者

• 研究データの管理・
保存
（DMP作成・報告）

• 研究データの共有・
公開
（発信媒体不問）

• 研究データ管理・保
存のための環境整備

• コンプライアンス対応

• 研究データ共有・公
開のための環境整備

• 研究データの責任あ
る機関提供

• 研究データ提供・利
活用拡大への配慮

NII研究データ管理・公開枠組み第II章（7-10条）



日本型の研究データ機関管理（イメージ）
「機関と研究者」の協力関係の上に成り立つ研究データの機関管理

✓ 「機関と研究者」の協力関係の上に成り立つ研究データの機関管理とすることで、米国コンプライアンス型の
「機関は研究データのオーナー、研究者は管理者」という図式を回避する。

• そもそも、無体のデータには所有権が認められないため、この考え方の方が適切。

✓ このイメージでは、研究者も機関の一員と位置づけるため、研究者は自分の手元に研究データを置いておく
ことができる。

✓ ただし、機関は「研究データとその管理」の実態を把握していなければならないため、研究者は機関に対して
最低限のレポーティングする必要がある。また、緊急時には、研究データをすぐに提供できなければならない。

研究者 機関
協力関係

研究データ管理

可能な限りの共有・公開

機関にレポーティング

管理の環境整備

共有・公開の環境整備

コンプライアンス対応

社
会

利活用促進

コンプラ対応

研究者も
機関の一員と
位置づける
と良い！

第4条
第7条

Ｄ
Ｍ
Ｐ



DMP →  DMR
Data Management Record

の提案

DMR

大学の研究データガバナンスは、
計画ではなく、

研究データの取扱いに関する
記録で担保される



機関における研究データガバナンス
...必要要件（観点）

① セキュアな研究データ管理と保全

② 法・規則・権利関係等の遵守

③ 研究データの適正管理・利用

④ 研究公正・研究再現性への配慮

⑤ 研究成果等の長期保存と共有・公開



機関における研究データガバナンス
...DMRの記録項目

1. 利用ストレージに関わる記録（①）

2. ファイルの入出力・編集記録（①④）

3. 研究に関わる機関内の各種手続きの記録（②）

4. 研究プロジェクト等内の研究データ管理体制・
権限に関わる記録（③）

5. 研究データ入手・加工・解析・長期保存・利用提
供に関わる記録（②③④）

6. 研究成果に関わる記録（⑤）



NII-RDP:研究データに関わる研究者の手続き
研究プロジェクト等

準備期間
研究プロジェクト等実施期間中 研究プロジェクト等

終了時・終了後研究データの入手・生
成時

研究活動中 研究成果発表・公開
時

研究データの長期保
存・利用提供時

・ストレージの確保

・研究プロジェクト等
開始のための機関内
手続き
（研修、審査、誓約書
等）

・研究プロジェクト等メ
ンバーと役割の確定

・研究データ入手のた
めの権利関係等手続
き
（ライセンス、共同研
究契約、情報提供同
意書等）

・入手した研究データ
の権利・帰属・利用等
の整理
（研究データの提供者、
生成者、利用者）

・研究データの利用
（加工、解析）

・研究データの管理・
保存

・研究成果（研究デー
タ含む）に関わる権利
等の再確認・整理

・研究成果メタデータ
の機関リポジトリへの
登録

・研究成果の公開（研
究データ含む）

・研究公正用研究成
果の保存（研究データ

10年保存）

・研究再現性担保に
必要な情報の保存

・長期保存・利用提供
する研究データに関
わる権利等の再確
認・整理

・長期保存・利用提供
する研究データの管
理・保存の委任

・長期保存・利用提供
する研究データのメタ
データの機関リポジト
リへの登録

・研究再現性担保に
必要な情報の保存

・研究プロジェクト等
に関わる文書管理

・ファイル・ストレージ
の整理

1. 利用ストレージに関わる記録

2. ファイルの入出力・編集記録

3. 研究に関わる機関内の各種手続きの記録

4. 研究プロジェクト等内の研究データ管理体制・権限に関わる記録

5. 研究データ入手・加工・解析・長期保存・利用提供に関わる記録

6. 研究成果に関わる記録研
究

デ
ー

タ
管

理
記

録
（Ｄ

Ｍ
Ｒ

）



学内手続き
- 研究公正誓約書
- 研究倫理審査
- 利益相反、機密情報
- 情報セキュリティ

DMR

研究活動を記録するDMR

研究
Proj.
情報

データ
取扱
情報

保存領域

割当
情報

DMR
記録開始

研究データ
生成・加工・保存記録

（証跡保存含む）

研究成果

記録

データ
公開・

長期保存

記録

データ
保存・凍結

移行
記録 DMR

記録終了

eRad
- Proj.情報
- 研究者情報
- 共同研究者情報

GakuNin RDM
ストレージ

機関リポジトリ
ストレージ

研究成果情報
- Researchmap
- 研究者総覧
- WoS, Scopus

GakuNin RDM
ストレージ

研究助成
確定

データ
取扱情報

入力

データ
公開・

長期保存

研究成果
発表

研究活動実施
（データ生成・加工・解析）

研究
Proj.
終了

※ 各種のシステムを連携することにより、一度入力した情報は各所に反映されるように配慮

研究データの
取扱いは、
できるだけ

自動的に記録
するよ

機関の
文書管理に

移行

（研究Proj.開始フェーズ） （研究フェーズ） （研究終了フェーズ）
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６．研究データ管理に関わる
学術機関の役割と課題



研究データ管理に関わる
学術機関の役割

 オープンサイエンスに向けた機関の合意形成

 研究データ管理のための環境整備

➢ ポリシーの策定

➢ 体制整備

➢ インフラ整備

➢ 人材育成、研修、広報

 研究データ管理の推進と活用

➢ 機関内の研究データ管理の普及・実践

➢ 研究データに関わる機関戦略の展開
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学術機関が研究データ管理を
推進する上の課題

 研究データ管理の必要性に関する無理解
➢ 研究者は、自分の研究データ管理の方法がベストと過信

➢ 事務方は、研究データは事務局の立ち入るべき領域ではないと勝手に
線引き

➢ 執行部も、研究データガバナンス構築に関わる機関の責任を十分に認
識していない

 研究データ管理推進のためのリソース不足
➢ ポリシー策定と戦略策定・推進を行う企画・推進スタッフ

➢ 機関の研究データガバナンスを管理する研究推進職員

➢ インフラを整備する情報基盤スタッフ

➢ 研究データ管理の広報・研修等を行う人材育成スタッフ

➢ 研究データ共有・公開に関わるデータキュレータ、図書館員
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研究評価改革
に至る

４つの流れ

• 研究コミュニティ
への貢献

• 人材育成

• リーダーシップの
評価

• 研究支援者

• チームサイエンス

• オープンサイエン
ス活動の評価

• JIF、量的指標
から研究の質
へ

• 権威誌からOA

誌への投稿を
誘導

ジャーナル問題

OA運動

Publish or 
perish

研究不正

研究再現性

責任ある研究・
研究評価

研究データの
共有・公開

オープンサイ
エンス

①②

③ ④
人為的にも見える

研究評価改革の動きも
初期にはあった



オープンサイエンス

―競争から協調パラダイムへ

55

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」



責任ある研究
評価

（評価項目）

研究の質

リーダーシップ
大学運営

社会的
インパクト

多様な
研究キャリア

協働性
チームサイエンス

ＰＭ

多様な
研究成果

教育
人材育成

メンタリング

オープンな
研究実践

学術進展

研究コミュニティ
への貢献

査読・学会運営

学際領域
社会的課題解決

多言語
書誌多様性

多分野

多様な貢献
研究支援
研究運営

論文以外の
多様な観点を
評価する！



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
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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



欧州中心の
研究評価改革

連合

ＥＵ 各国政府 研究助成機関

大学協会 大学・研究機関 学会・研究者

Shared Research Knowledge
System 特定の

ビジョン
に向けた

研究評価改革
というのが

ミソ



インターネット
時代の

学術のあり方
＊

オープンサイエンス
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アカデミア、企業、社会など
分け隔てなく協力し、

より素晴らしい世界を実現する！

学術機関は
この世界観に向けて

世界をリード
しなくては
いけない！



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/

