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なぜ、豪州大学か？



なぜ、豪州大学か？

研究データ管理、
eResearchの取り組みが
進んでいる。

一国体制のため、EUより
参考になる。
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豪州研究データコモンズ
Australian Research Data Commons（ARDC）

https://ardc.edu.au/about-us/our-impact/

 ARDC：データに関連する標準やスキル、研究基盤を整備することにより、豪州研究コミュニティと産業界
の研究競争力につなげることを目的として、2018年に設置される。

 豪州協働型研究基盤戦略（NCRIS）の一部として位置付けられ、2021年度の予算は3910万豪ドル。

 学術界と産業界にサービスを提供し、豪州の研究データ及びe-リサーチの国際的優位性を形成する。

EOSCと違って
一国型モデルだから

日本も参考に
しやすい

【目的】

データを通じて、豪州の研
究者に研究競争上の優位
性を与えること。

【使命】

優れた高品質のデータの
生成・解析・保持を実現す
ることにより、豪州の研究と
イノベーションを加速

人・ポリシー
プラットフォーム

ソフトウェア

データ

サービス

ストレージ

コンピュータ



eResearch Australasia conference
情報中心研究能力や、ICTを通じた研究者の協働、

情報の収集・管理・共有・処理・解析・保存・検索・理解・再利用に関連する
情報交換やネットワーキングの機会

セッション

• Analytics, Software and Tools
• Discipline-based eResearch
• Data
• People, Workforce and 

Communities
• Infrastructure, Software and 

Capabilities
• Skills and Training
• Future-focused eResearch

Strategy
• Industry Stream

参加者

 ＣＩＯ

 ＩＴ管理者

 ＨＰＣ管理者等

 eResearch
Analysts

 研究者・科学者

 データ解析者

 データ管理者

 Software & App 
engineers
 プログラマー

 大学関係者

 研究管理者
（研究推進部・
ＵＲＡ）

 図書館員

 政府関係者
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豪州のみで
3+1日

5のパラレル
セッション

https://conference.eresearch.edu.au/



豪州大学の
研究データガバナンス体制

• サイバー攻撃/情報流出と対応

• 研究データ管理体制

• 研究データ基盤とDMPツール

• 研究データ管理HP
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豪州大学調査概要

 調査目的

豪州大学の先駆的な研究データ管理体制の調査

 eResearch Australasia 2022への参加

 調査期間

 2022年10月17日－10月21日

 調査大学

クイーンズランド大学

シドニー大学

シドニー工科大学
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オーストラリア国立大学への
サイバー攻撃と情報流出（2019）

 オーストラリア国立大学は2019年、大規模なサイバー攻撃に遭い、19年
分の教職員及び学生の個人情報が流出したとされる。

 サイバー攻撃の手口は非常に巧妙に仕組まれたものであり、電子メール

のクリックすら必要としなかった。犯行は6週間に及んだとされる。

 被害の規模は不明とされるが、中国への機密情報流出も懸念されている。

1. Canva
2. Optus 
3. ProctorU
4. Australian National University (ANU) 
5. Eastern Health 

以来、
豪州の一部の大学は

教職員に自身の
ストレージの購入を
認めていない。
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大学における
研究データ管理体制

• 全学の研究データ管理を統括

• 研究データ管理ポリシー所管

• 研究データ基盤＋DMPツールの運用

研究推進部

• 大型計算機等の研究インフラ整備・運用

• eResearch関連の研究者へのコンサルティング
ResearchIT

• 研究データ管理の概要説明HP運営

• 機関リポジトリの運用、研究データ登録管理
図書館

副学長 （研究担当、研究インフラ担当）

Manager, 
Research Integrity 
and Governanceが

担当している
場合もあり。



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
…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



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



豪州大学の学内DMP導入の経緯

1. 豪州研究助成機関が、研究者ではなく、機関に対して
「責任ある研究実践」を求めた。

 Australian Code for the Responsible Conduct of 
Research 2018

2. また、付随して、機関における研究データ管理のガイド
を提示した。

 Management of data and information in research

3. これらにDMPは言及されていないが、一部の大学は
DMPを機関内に導入することにより、機関のデータガバ
ナンスを構築しようとしている。

4. なお、現状では多くの場合、研究者ではなく、（研究開始
の条件として）大学院生にDMP作成を義務化している。

https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/australian-code-responsible-conduct-research-2018



Management of data and information in research
—a guide supporting the Australian Code for the Responsible 
Conduct of Research

2. Responsibilities of institutions
2.1 Provision of training for researchers
2.2 Ownership, stewardship and control of research data and 

primary materials
2.3 Storage, retention and disposal
2.4 Safety, security and confidentiality
2.5 Access by interested parties
2.6 Facilities 

3. Responsibilities of researchers
3.1 Retention and publication
3.2 Managing confidential and other sensitive information
3.3 Acknowledging the use of others’ data
3.4 Engagement with relevant training

https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/australian-code-responsible-conduct-research-2018







大学におけるeResearch推進体制

• eResearchとは？

• ResearchIT

• コアファシリティ

• データプロフェッショナル
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研究ＤＸ時代の「研究」の名称

米国 (1998)

• Cyber-
infrastructure

英国 (2000)

• E-Science

豪州 (2012)

• eResearch
ＥＵ (2008, 2016)

• Science 2.0,
Open Science

日本 (2020)

•データ駆動型科学、

研究ＤＸ

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-66262-2_1

研究を
新しい

次元へ！
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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/ResearchIT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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世界の大学に拡がる Research IT

https://research-it.berkeley.edu/
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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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データ駆動型科学の促進

…データプロフェッショナルの育成・活用

European Commission, “Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) of the European Open Science Cloud (EOSC)”, Version 1.0 21 June 2021
https://eosc.eu/sria

データの共有・公開に係わる

データプロフェッショナル

データの取扱・解析に係わる

データプロフェッショナル



23
Nature, “Why science needs more research software engineers”, 2022. Available: https://www.nature.com/articles/d41586-022-01516-2
https://society-rse.org/community/rse-groups/
https://axies.jp/report/publications/dxtf/

大学 ICT 推進協議会提言
「多様な教育研究活動の高度化を支える
大学 ICT 基盤の集約化・共通化・協働化

～コロナ時代における大学の
デジタルトランスフォーメーションに向けて～」

（2020年12月）

【2030年の大学情報環境】

1. 運営母体としての大学間協働事業体

2. 大学経営における柔軟な情報戦略

3. ICT 人材・キャリアパスの多層化

大学間だけでなくICT に係る民間企業との人材環流が進み、

従来にはなかった博士号を有する「リサーチエンジニア」と呼
ばれる新しい職種が生まれている。各大学のICT基盤を支える

人材がより豊富な経験を積み大学間で知見を共有し、国内外
の研究開発コミュニティとも繋がった結果、大学全体のICT環
境の改善が継続的に推進されている。CIOやリサーチエンジニ
アだけでなく、利用者支援人材を含むICT 環境整備に必要とな

る様々な人材ポートフォリオが整備されている。その結果、大
学や企業を渡り歩きながらキャリアアップする組織的に裏打ち
されたキャリアパス等、多様な人材が育成されるキャリアパス
が形成されている。

4. 国際通用性の担保

世界に広がるリサーチエンジニア

大学の戦略として
リサーチエンジニアを

配備する大学が
英国だけども30大学



その他、世界の新たな研究潮流

• チームサイエンス

• 研究評価改革



オープンサイエンス

―競争から協調パラダイムへ

25

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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研究自動化（ARW）
Automated Research Workflow

National Academic of Sciences, Engineering, and Medicine: “Automated Research Workflows for Accelerate Discovery: Closing the
Knowledge Discovery Loop”, The National Academic Press, 2022. Available: https://doi.org/10.17226/26532

 ARWは研究プロセスを大幅に加速する。また、研究の再現性なども確保する。

 このため、ARW推進のための情報資源や情報技術の開発が必要である。

 ARWは、異分野の研究者やデータプロフェッショナルの協働（チームサイエン

ス）を必要とするため、多様な研究貢献を評価するインセンティブが必要である。

 さらに、個人情報の取扱い等、法制度や技術的課題の解決が必要である。
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チームサイエンスを必要とするARW

National Academic of Sciences, Engineering, and Medicine: “Automated Research Workflows for Accelerate Discovery: Closing the
Knowledge Discovery Loop”, The National Academic Press, 2022. Available: https://doi.org/10.17226/26532

分野の研究者

データサイエンティスト

コンピュータ科学者

データエンジニア

ソフトウェア開発者

ビジュアル化専門家

データキュレータ

みんなの
協力が必要。

でもそのためには
各自の貢献が

適切に評価される
必要がある！



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

28
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



研究評価のためのパリ宣言
Paris Call on Research Assessment (1) (2022.2)
…評価の視点

 Recognises that openness improves the 
quality, efficiency and impact of research, 
and fosters team science;

 Reaffirms the need to align what we assess 
with what we value;

 Calls for an assessment system where 
research proposals, researchers, research 
units and research institutions are 
evaluated on the basis of their intrinsic 
merits and impact, rather than on the 
number of publications and where they are 
published, promoting qualitative 
judgement provided by peers, supported 
by a responsible use of quantitative 
indicators;

29

https://osec2022.eu/

 Calls therefore for a research assessment 
system that:
 研究の質とインパクトを報いる

 最高水準の研究倫理と研究公正を満たす

 多様な研究活動や研究成果（論文、プレプリント、
データ、方法、ソフトウェア、コード、特許）、社会的イ
ンパクト、人材育成、イノベーション、社会エンゲージ
メントを評価

 各研究分野に応じた評価基準や評価方法を利用

 研究成果だけでなく、研究公正やグッドプラクティス、
特に研究成果や方法を共有しようとするオープンな
行動を可能な限り評価

 分野横断的活動や市民科学を含む、協働活動を適
切な場合は評価

 多様な研究プロファイルやキャリアパスを支持



研究評価のためのパリ宣言
Paris Call on Research Assessment (2) (2022.2)
…研究評価改革連合への呼びかけ

 Calls for the creation of a coalition of research 
funding organisations, research performing 
organisations, and assessment authorities, willing and 
committed to reform the current research 
assessment system along commonly agreed 
objectives, principles and actions (such as mutual 
learning, shared documentation and commonly agreed 
monitoring effort).

 The success of such a coalition will be deeply 
connected to its capacity to propose concrete 
implementation processes and to its capacity to 
associate and involve researchers at all levels. 30https://osec2022.eu/

みんなで
研究評価改革の

歩調を
合わせよう！



研究評価促進連合 （2022.12.1設立）
Coalition for Advancing Research Assessment, CoARA

 「研究評価の改革に関する合意書」に基づき、研究評価の見直しを進める連合体。

 合意書に署名した機関・国は、それぞれに研究評価の見直しを進め、評価基準や方法、プロセス
などについて定期的に報告し、情報共有をすることで、連合体として研究評価改革を進める。

 署名機関・国は、１）2023年末、あるいは合意書に署名してから1年以内に初回の報告を行い、
２）2027年末、あるいは合意書署名5年以内に、研究評価の基準・方法・プロセスの評価と開発
について、最低1サイクルを終了していることに合意する。

31https://coara.eu/agreement/the-commitments/

 研究評価見直しの方向性 （合意書のコミットメント）

1.研究の性質やニーズにより、研究貢献の内容やキャリアに
おいて多様性があることを認識する。

2.質的評価を研究評価の基本とする。この際、査読を質的評
価の中心とし、責任ある量的指標の利用により評価を補完
する。

3.学術雑誌あるいは論文に基づく指標（特にJIF、h-index）の
不適切な利用を避ける。

4.研究評価において機関ランキングの利用を避ける。

5.研究評価改革のための組織変革に必要なリソースを確保・
利用（コミット）する。

6.研究評価の基準・方法・プロセスを見直し、開発する。

7.研究評価改革について機関内の認識を醸成し、研究評価
の基準やプロセス、その利用について、透明性のあるコ
ミュニケーション、ガイダンス、研修を提供する。

8.連合体内及び、連合体を超えて、研究評価の実践や経験
を共有し、お互いから学ぶ。

9.合意書のコミットメントへの進捗状況を報告・共有する。

10.研究評価の実践・基準・方法を具体的なエビデンス及び、
最新の「研究の研究」に基づき評価する。エビデンス収集
のために、情報をオープンに共有する。

欧州域外からも
参加可能だよ！



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！



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



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



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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