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1. なぜ今、オープンサイエンスや研究デー

タ管理なのか？

2. 大学における研究データポリシーの策定
ー アクショナブルなポリシーに向けて

3. データ駆動型科学の促進
ー 組織的な支援を得て
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なぜ今、

オープンサイエンスや

研究データ管理

なのか？

学術は本来的にオープンなのでは・・・？



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



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



なぜ、今更、研究データ管理?!
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研究データは
いつもきちんと
整理している！



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 8
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a. デジタル時代の新たな可能性
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実験科学

理論科学

データ集中科学

計算機科学
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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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b. 説明責任への要求
ー公的資金を得た研究成果の公開



14Source: 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)

15Source: 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



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

16
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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。
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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！



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。

18(出典) DRYAD, “Joint Data Archiving Policy (JDAP) ”
https://datadryad.org/pages/jdap
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c.研究データ有効活用と協調パラダイム
に向けての動き



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/


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.

21Source: 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



22

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
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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



オープンサイエンス

―競争から協調パラダイムへ
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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」
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d. 研究者と大学にとっての

研究データ管理の必要性
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研究者にとっての
研究データ管理の必要性

1. これまでにないほどの研究データ量を扱うようになっている
 データ解析や保存の技術についていけているか？

 数日前の計算機実験を覚えているか？

 自分で大容量のデータを管理・保存しきれているか？

2. 共同研究や研究データの共有・公開等において、データが
第三者にも分かるように整理されている必要がある。

3. 研究不正を疑われた場合は、自分で身の潔白を証明しな
ればならない

4. サイバー攻撃やデータロスから研究データを守らなければ
ならない
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大学にとっての
研究データ管理の必要性

情報流出や研究不正などの問題が起きたら、
大学がコンプライアンスの観点から対応しな
ければならない！

研究データも
大学の責任？

研究データのことは
研究者に

任せていたのに



2 大学における
研究データポリシー
の策定

ー アクショナブルな
ポリシーに向けて

機関の
研究データ

ガバナンスを
保つ



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



「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）

30Source: 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/



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 31

どっち派？



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

32

いずれも
オープンサイエンス型

だよ！



33https://icts.nagoya-u.ac.jp/ja/datapolicy/



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



「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
構成

前文

I. 基本方針

1. ポリシーの目的

2. 本ポリシーの適用範囲

3. 研究データ管理・公開の基本的
な考え方

4. 機関と研究者の協力の原則と責
任分担

5. 機関の研究データに関わる責任
体制

II. 機関の研究データの管理・公
開枠組み

6. 管理・公開枠組みの全体像

7. 機関における研究データの管理

8. 研究者が研究利用した研究デー
タの共有・公開の促進

9. 組織的に整備される研究データ
の機関提供と利活用の促進

10.研究データの確実性等に関わる
環境整備

III. 関連付則

11. 研究者等が機関を離れる場合

（用語の定義）



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



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



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
...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）



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）



シドニー工科大学のDMP（例）
 Project
 People
 Ethics and Security
 Information Security 

Classification 
(public/internal/sensitive/confi
dential)

 Research involves:
 Human participant data
 Use of animals

:
 Ethics approval needed (y/n)

 Data Collection and Storage
 Data collection methodology
 File type, file format
 Storage location

 Data Retention and Disposal
 Minimum retention period
 Data steward
 Commitments to destroy data 

prior to end of retention period
 Access and Rights
 Copyright and intellectual 

property owners of data 
created in project

 Access after the project
 Use of secondary or third-party 

data
 Attach ethics approval, licenses

 Research Workspace

https://www.lib.uts.edu.au/services/services-for-researchers/manage-your-information-and-data
https://www.youtube.com/watch?v=5uuvhPdcsqs&t=128s



シドニー工科大学のDMP（例）
…DMPを中核に各種システムを連携

https://eresearch.uts.edu.au/2018/07/04/APRI_2018_provisioner/index.html
https://zenodo.org/record/4817188#.YkWdbeczYQ8



シドニー工科大学
…ストレージ・オプション

https://www.lib.uts.edu.au/services/services-for-researchers/manage-your-information-and-data
https://www.lib.uts.edu.au/sites/default/files/2020-11/research_data_storage_options_for_uts_researchers.pdf
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研究データ管理における
研究者の責務

1. 研究データを常に確実、かつ誠実に管理

2. 研究データを可能な限り共有、公開、利活
用に供する

3. 研究利用する研究データに関わる研究デー
タ管理の記録を機関と共有

 研究データの管理・保存ならびに共有・公開・
利活用の方法と範囲は、ポリシーの定める範
囲やそれぞれの研究分野における定めに反
しない範囲で、研究者が決定できる。

研究データを
きちんと管理し、

できるだけ共有するのは
研究者の務め
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研究データ管理における
大学の責務

1. 機関として必要な、研究データに関わるあらゆ
る法や規則、契約等に関わるコンプライアンス
および説明責任への対応

2. 研究データを効率的かつ適切に管理すること
のできる、研究データガバナンスのための環境
整備 ⇒ 研究データ管理基盤、DMRツール

3. 可能な限り多くの研究データが提供されるため
の環境整備 ⇒ 機関リポジトリ



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



3 データ駆動型科学の
促進

ー組織的な支援を得て

研究が
加速！
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データ駆動型科学の促進…組織的な支援事例①

…研究データ管理・保存・記録環境の提供

 ストレージ

研究データ管理基盤

 DMR ツール

機関リポジトリ

組織的支援 研究者のメリット

 セキュアな保存環境

 バックアップ、セキュリ
ティパッチの手間いらず

 容易な研究データ管理
環境

 半自動の研究データ管
理記録環境

 永続的な研究データ公
開環境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

研究に
専念

できる！
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データガバナンス機能

• GakuNin RDMではMachine Actionable なDMPに基づき
プロジェクトのデータ管理を機械的に支援

• DMPをプロジェクト管理に不可欠な仕組みへと変革

ルールに則った解析
環境・蓄積環境を自
動的に構築

研究データの実態を把
握し、所属機関の経営
層や研究費助成機関へ
フィードバック

データの種類、取
得元、蓄積場所、
保護レベル、資金
源などを含むDMP
を半自動的に作成

研究進展に伴いDMP
を自動的に更新

• 省庁や研究助成機関が要求するDMP

作成→提出→それで終わり
（研究者）
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研究推進部による
データガバナンス機能の利用（想定）

成果報告作成の支援

・ストレージの利用
・ファイルの入出力・編集
・研究プロジェクト内の研究
データ管理体制・権限

・研究データの入手・加工
解析

・研究データの長期保存・利
用提供

DMP作成の支援

maDMP
(machine actionable DMP)

DMP
機械処理可能化変換

D
M

P

に
基
づ
く
デ
ー
タ
管
理
支
援

研究成果報告書

研
究
推
進
部

研究に関わる機関内の
各種手続きの記録

D
M

R

の
自
動
作
成

（出力）

（出力）

（有事には出力）
研究効率
研究品質
の向上

（研究者）
記録項目

・学内の研究データ、
研究プロジェクト
を、常時一元把握

・研究不正の疑いな
ど、コンプライア
ンスの有事に対応

（研究データ
そのものの確認）
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データ駆動型科学の促進…組織的な支援事例②

…解析ツール、データガバナンス機能の提供

 解析ツール

 解析ツールと研究データ
管理機能の連携

 研究活動時のデータガバナ
ンス機能

 e-ラボノートブック

 ビジュアル化ツール

組織的支援 研究者のメリット

 解析ツールの自己調達
不要

 デジタルスキルの底上
げ

 解析過程の自動記録と
研究データ管理

 優れたビジュアル化

カッコ
イイ！

データ管理基盤 データ公開基盤
WritingPlanning Analysis PreservationPublicationCurationCollaborationExperiment

非公開 公開

data

metadata

code

Readme etc.

data

metadata
code

dataset dataset

dataset

・・・
検証 DMP 出力

検証 研究記録出力

検
証

検
証

検
証

検
証

検
証

検
証

Contact
Contributer
Project
Security
Privacy
Resource
Cost
…
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データ駆動型科学の促進…組織的な支援事例③

…データ取扱いに関わるコンサルティングの提供(1)

 全学センターによる支援事例：

モナシュ大学eResearchセンター

 約40名のデータプロフェッショナルを配備

 学内2000の研究プロジェクトにコンサルティング提供

 データの取扱いについて個別対応をするうちに、デー
タの管理・保存・伝送・解析・可視化・共有等の技術に
おいて分野横断的な共通項を見いだすに至る。

組織的支援 研究者のメリット

 きめ細やかな支援享受

 デジタルスキルの底上
げ

 研究のスケールアップ

助かる！

パートナーシップ

 大型計算機/情報基盤センターによる支援事
例：豪州複数の大学において実施

 大型計算機の利用について助言や人材派遣

 データの管理・保存・伝送等について助言

 学内複数の計算機リソースと大型ユーザのデータファ
ブリックを合理化
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データ駆動型科学の促進…組織的な支援事例④

…データ取扱いに関わるコンサルティングの提供(2)

大学Aの
コア

ファシリティ

大学Bの
コア

ファシリティ

大学Cの
コア

ファシリティ

大学Dの
コア

ファシリティ

大学のコアファシリティに、データの取扱いに関わるコンサルティングの提供

事例：Microscopy Australia

1. 全国大学の共用研究機器としての顕微鏡類とユーザのマッチングサービス

2. 顕微鏡類を扱う全国大学のコアファシリティに対して、データの取扱いに関わる
ガイドライン策定、コンサルティング、人材派遣。
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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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eResearchセンターのスコープ
…ケープタウン大学の事例

https://www.slideshare.net/eResearchatUCT/uct-e-research-it-managers

パートナーとして
知恵を出し合う

ことが大事
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eResearchセンターの学内体制
…ケープタウン大学の事例

https://www.slideshare.net/eResearchatUCT/uct-e-research-it-managers

研究者

情報基盤センター
図書館

研究推進部 研究科・専攻

研究担当理事

eResearch
センター 研究者の

研究ニーズに
直接対応



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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