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オープンサイエンス実現に向けた高まりが国際的に

見られ，研究者には研究データの共有・公開や社会

的インパクトが求められている。これに対して，研

究者の所属する大学については，研究データポリシ

ーの策定は求められているものの，具体的にどのよ

うな施策を講ずるべきなのかは明らかではない。本

稿では，オープンサイエンスなどに関わる議論を紹介，

論考することを通じ，大学のこれからの役割につい

て示唆を与えたい。

オープンサイエンス推進で
途方に暮れる国内大学

日本の大学が，オープンサイエンスへの対応を
迫られている。
第 6期科学技術・イノベーション基本計画

（2022～2026年。以下，第 6期基本計画）においては，日
本が目指す社会として「Society 5.0」が掲げられ，
これを実現するための手段としての研究力強化の
三本柱の一つに「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）」が位置づけられた。さらに，この政策の具

体的な目標において，「機関リポジトリを有する
全ての大学……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」ことが掲
げられた。国内では 800以上の大学が機関リポ
ジトリを有することから，この目標は，国内ほぼ
すべての大学が，研究データポリシーを策定しな
くてはいけないことを意味する。
一方，日本の大学が研究データポリシーを策定
しなくてはいけなくなったと言っても，日本の大
学がどのようなスタンスで研究データやオープン
サイエンスに向き合うべきなのかは，第 6期基
本計画からは不明である。広い意味で，「オープ
ン・アンド・クローズ戦略に基づく研究プロセス
のマネジメントを実行」することは求められてい
るが，第 6期基本計画自体は，この大目標に向
けた国全体の環境やインフラ整備を取り組み事項
として挙げており，個々の大学がどのような考え
で，どのような取り組みをすべきなのかについて
は示唆を与えていない。そもそも，大学の具体的
取り組み目標として掲げられた「研究データポリ
シー」の策定でさえ，研究データ管理ポリシー，
研究データ公開ポリシー，研究データ帰属ポリシ
ーなど，何に関わるポリシーを策定すべきなのか，
不明確なのである。
研究データポリシーの策定そのものについて言
えば，京都大学が「研究データ管理・公開ポリシ
ー」を 2020年に国内では一番早く策定し，後続
の大学は基本的には，この京都大学のポリシーと，
並行して検討され，2021年に発表された大学
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ICT推進協議会の「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」を参考に，ポリ
シーを策定している1。京都大学のポリシーは，
大学が研究データを管理・公開することの理念を
前文に記した上で，1）研究データを適切に管理・
保存すること，2）研究データを可能な限り公開し，
その利活用を促進することを約束している。しか
し，このポリシーは，A4サイズ 1枚以内に，極
めてシンプルに作られていることもあり，研究デ
ータを管理・公開することの意義は与えるものの，
大学がどのような戦略のもと，何を具体的に推進
していけばよいのかまでは記述していない。京都
大学では別途，全学のデータ戦略や部局レベルの
実施方針を定めるとしているが，京都大学ほど学
内の検討体制の整っていない，後に続く大学にと
っては，研究データ管理やオープンサイエンスの
推進は，雲をつかむような話である。

オープンサイエンスの語られる文脈

「オープンサイエンス」は，その意味するとこ
ろが極めて曖昧な言葉である。言葉通りに取れば，
科学あるいは学術をオープンにすることであるが，
「学術はそもそもオープンなのでは？」という疑
問が頭をもたげる。
ここで，オープンサイエンスの場合は，「デジ

タル技術により可能となる学術のオープン性の追
求」と理解するべきである。オープンサイエンス
政策は欧州において強く推進されているが，欧州
では以前，「e-サイエンス」や「サイエンス
2.0」といった名称で，デジタル時代における新
しい学術のあり方を追求する取り組みをしていた。
オープンサイエンス政策は，これらに続く後継の
政策で，後述する，社会的要請から来るオープン
性と，デジタル技術の特性の一つであるオープン
性を重ねた政策である。
このような政策的な経緯もあり，オープンサイ

エンス政策は，学術活動やその成果を単にオープ
ンにするのではなく，研究活動を新たな次元に誘
うニュアンスを含んでいる。近年，日本では「研

究 DX（デジタルトランスフォーメーション）」が推進され
ており，政府では「オープンサイエンス」という
用語と共に用いることも多いが，これは，日本に
欠落していた，「研究を新しい次元に押し上げ
る」という視点を含むものとして，評価できる。
加えて言えば，日本のオープンサイエンス政策は，
オープン・アンド・クローズ戦略にもとづいて進
められていることから，オープン性の追求以上に，
研究 DXの視点がより強調されるべきである。
さて，オープンサイエンスの語られる文脈であ
るが，これには表 1に示すように，「攻めの文
脈」と「守りの文脈」がある。オープンサイエン
スの「攻めの文脈」とは，前段に示した研究 DX
やデータ駆動型研究など，デジタル化によりふん
だんに利用可能となった研究データや，研究デー
タに関わる技術を最大限活用し，新たな学術など
の進展を生み出そうとするものである。これに対
して，「守りの文脈」のオープンサイエンスは，
公的資金を得た研究成果の社会への還元や研究の
透明性，説明責任など，機関のコンプライアンス
を担保しようとするものである。
大学においてオープンサイエンスや研究 DX
を推進する場合は，攻めと守りの両方の視点を勘
案し，大学の特色に応じた戦略性をもって，施策
を推進することとなる。大学 ICT推進協議会が
2019年に発表した「学術機関における研究デー
タ管理に関する提言」（以下，AXIES-RDM提言）には，
大学が具体的に採りうる研究データ管理の目的と
して，表 2に示す 8つの方向性を示している3。
大学は，表 2に示す方向性のうち複数の方向性
を推進することも可能である。このため，冒頭に
言及した京都大学の研究データ管理・公開ポリシ
ーの推進理念には，オープンサイエンスの攻めと

表 1―オープンサイエンスの語られる文脈

（攻めの文脈）
➢データ駆動型研究，研究 DX（第 4の研究パラダイム2）
➢学際領域研究，イノベーションの創出
➢社会的課題の解決，市民科学

（守りの文脈）
➢公的資金を得た研究成果の社会への還元
➢研究の透明性，説明責任
➢研究公正，研究再現性



705科学大学はオープンサイエンスにどのように向き合うか

守りの双方の視点が含まれている。
本稿では，紙幅の関係から，表 2に挙げるそ
れを一つ一つ説明することはできない。その代わ
り，以下に，オープンサイエンスの攻めと守りの
それぞれにおいて，大学が今後，特に意識をして
推進する必要のある方向性を紹介する。

守りのオープンサイエンス
　――　研究データガバナンスの構築

守りの視点は，すべての大学が今後，満たして
いく必要があるため，まず説明する。
守りのオープンサイエンスは，公的資金を得た

研究成果の社会への還元や研究の透明性，説明責
任などの観点から推進される。大学における学術
研究の大部分は，納税者の負担にもとづく公的資
金を用いて実施されており，社会に対する背徳行
為は許されない。近年，研究不正や研究再現性の
問題が多数指摘されており，社会の目が厳しくな
っている。
そのような中，文部科学省は 2006年に策定し

てあったガイドラインを「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」として
2014年に改訂し，研究不正を行った研究者だけ
でなく，大学などの研究機関の責任を明確にした。
大学はこれに伴い，研究不正が発生した場合の対
応だけでなく，研究不正を防止するための研修や
研究データの一定期間の保存・開示をしなくては

ならなくなった。
前例は，研究公正における機関のコンプライア
ンスの必要性を示したものであるが，これ以外の
場面においても，機関は今後，研究データについ
て責任ある対応を求められることとなることが想
定される。例えば，研究データに個人情報が含ま
れている場合，研究者のみならず，機関も責任あ
る対応を求められる。情報は，セキュアに保存さ
れる必要があり，機密情報は特に厳重な取り扱い
が必要となる。データのライセンス管理も適切に
行う必要があり，大学に所属する研究者が生成し
た研究データへのライセンス付与だけでなく，外
部データを利用する場合のライセンス管理も求め
られる。利益相反や，国家安全保障上の取り扱い
にも留意する必要がある。
大学は伝統的には，研究者の研究活動にはノー
タッチで，研究データの保存環境の調達も含め，
研究者の自由に任せていた。しかし，近年，問題
が発覚した場合には，機関が責任を取る必要があ
り，機関が研究者の日常的な研究活動について知
らぬ存ぜぬを押し通すことは難しくなりつつある。
つまり，機関は研究データガバナンスを構築し，
保つことを求められている。
今後，どのような研究データガバナンスが保た
れれば，機関のコンプライアンスが果たせるのか，
具体化が図られていくこととなるが，はじめの第
一歩としては，研究者の研究データの動きを記録
できる研究データ基盤の整備・提供が必要となる
と想定される。

攻めのオープンサイエンス
　――　協働型研究に向けての制度改革

攻めのオープンサイエンスは，データ駆動型研
究や学際領域研究，社会的課題の解決など，学術
における新展開を追求する。学術の基盤をなす研
究データを集中的に利用したり，分野あるいはア
カデミアを超えて共有・公開したりすることによ
り，新たな知見を生み出すことが可能となる。
大学などの学術機関は，所属する研究者が自在

表 2―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

（出典）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」3
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に研究データを扱える研究インフラを整備・提供
することを通じ，研究者の研究活動を加速するこ
とができる。ドイツの主要な学術機関がメンバー
であるドイツ学術機関アライアンスは 2015年に
「研究データに関するWGによるポジションペー
パー：指先の研究データ（Research data at your finger-

tips）」を発表し，このような研究環境を整えるこ
とが機関の務めであると説いている4。前述の
AXIES-RDM提言も，同様のことを説いている 3。
一方，研究データの管理・公開環境の整備にと

どまらず，研究活動自体をオープンに協働的に行
うことにより，新たな展開を目指そうという動き
もある。インターネット上のプラットフォームは，
研究データを共有・公開するだけでなく，時間
的・空間的制約を超えた人々の協働作業を可能と
し，従来，研究者個人あるいは少人数の研究グル
ープにより行われていた研究活動を，飛躍的にス
ケールアップさせることを可能とする。また，こ
の協働作業は，アカデミアの枠を超えて，企業や
一般社会などとの協働可能性にもつながっている。
「市民科学」は，一般市民が研究者の研究活動に
協力・参加するものである。
欧州大学協会（EUA）は，2019年に発表した「オ
ープンサイエンスへの移行期における研究評価」
報告書において，「オープンサイエンスは，パラ
ダイムシフトである。論文や研究データのオープ
ン化，オープンソース，市民科学などはすべて
「協働の精神」にもとづき，研究者が必然と考え
る競争を排除することにより，研究にイノベーシ
ョンを生む」とし，「競争パラダイムから，協調
パラダイムへの転換」の視点を明確に打ち出し
た5。さらに，協調パラダイムへの転換に，研究
チームにおける，研究者の多様な貢献を評価する
ことを可能とする研究評価へと移行する必要性を
説いた。
オランダでは，“Room for everyone’s talent”と
いうかけ声のもと，全国レベルの研究評価改革を
2019年から行なっている6。心理学分野において
深刻な研究不正事案があったことから，行き過ぎ
た論文生産や研究競争への反省として，このよう

な方向に舵を取った。EUでは，2022年 2月に
「研究評価のためのパリ声明」を発表し，論文数
や，論文が掲載された雑誌の格ではなく，研究の
内容やインパクトで研究を評価すべきとした7。
さらに，この考え方に賛同する者や機関に，研究
評価改革連合への参加を呼びかけている。この呼
びかけには，EUだけでなく，各国政府や各国の
研究助成機関，大学協会，若手研究者アカデミー
や，その他の有志の団体が加わっており，欧州各
国の並々ならぬ意気込みが感じられる。
日本におけるオープンサイエンスの動きは，研
究データの管理・公開を中心に進められており，
研究活動自体をオープンにした協働型の研究パラ
ダイムは視野に入っていない。ましてや，オープ
ンサイエンスを進めるための研究評価改革の必要
性に関する議論は皆無である。オープンサイエン
スの真の果実を得られるように，21世紀の学術
システムのあり方を真剣に構想していきたいもの
である。

結び　――　高等教育マス化時代の学術のあり方

オープンサイエンスは一般に，科学技術政策の
文脈で語られる。一方，大学を対象とするもう一
つの政策である高等教育政策においては，「高等
教育のマス化」に合わせて，高等教育システムの
改革がここ数十年にかけて行われてきた。高等教
育のマス化は，米国の高等教育研究者マーチン・
トロウが 1980年代に打ち出した考え方で，大学
進学率の向上とともに，高等教育がエリート型か
らマス型，ユニバーサル・アクセス型へと移行し
ていくというものである8, 9。大学の運営体制はこ
れに伴い，少人数の長老による合議制から，高度
に組織だった事務機構へと変わっていく。大学教
育も，学力レベルや大学に対する期待が極度に多
様化した学生を対象に，初年次教育やリメディア
ル教育など，手取り足取りの教育が求められるよ
うになる。また，教育内容についても，社会の求
める実践性やコンピテンシーが求められるように
なる。
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オープンサイエンスは，デジタル時代の申し子
として，デジタル技術を最大限に活用し，学術シ
ステムを新たな次元に押し上げようというもので
ある。しかし一方で，オープンサイエンス政策は，
度重なる研究不正や行き過ぎた研究競争，公的資
金を得た研究成果の社会への還元や説明責任の必
要性などを背景に推進されている。オープンサイ
エンスはある意味，大学の研究機能に対する社会
の要求が強まったことへの対応と理解される。
筆者はこれを，「研究のマス化」に合わせた，
学術システムの改革の動きと捉えている。学術は，
二つの世界大戦および，冷戦期の科学技術競争を
経て，予算規模や研究者人口，研究体制を含め，
大幅に規模拡大をしている。研究者像もそれに伴
い，ニュートンの時代の，個人による「紙と鉛
筆」の真理探究の営みから，研究チームによる外
部資金の獲得，組織だった研究の推進，論文生産
など，「職業研究者」の様相へと変化してきてい
る。ギルドとしてのアカデミアの団結力が希薄化
し，研究不正などのほころびが，そこここに生ま
れてもおかしくない状況である。他方，社会にお
いては，大学進学率の拡大の結果として，高度な
知識やスキルを有する学位取得者が多数存在し，
納税者として，社会にとって意味のある研究成果
を大学に要求するとともに，研究不正などについ
ては厳しい目を光らせている。研究活動の規模拡
大と学術に関わる理解の浸透という意味の「研究
のマス化」は，アカデミアおよび社会の双方に広
がりを見せているのである。
こうした，アカデミアおよび社会における環境

の変化は，学術が，アカデミアおよび社会により
共有され，両者の協力のもと発展されることを要
求する。オープンサイエンスは，デジタル技術を
用いた，この要求に対する回答である。インター
ネット上のプラットフォームにおいて，研究デー
タを中心とする学術の素材やこれを解析するツー
ル，協働の場が形成され，アカデミアと社会が協
力して，人類の発展と幸せにつながる知見を生み
出すのが，近未来の学術像である。
大学は，アカデミアと社会による研究活動が展

開される場として，必要な制度や体制を整えてい
くことが期待される。研究データを適切に扱うた
めの研究データガバナンスの構築や，協調パラダ
イムへの移行を可能とする研究評価改革は，大学
に求められる対応のはじめの一歩となる。その後
に，大学は，アカデミアと社会による協働の場を
提供する，インキュベーターとファシリテーター
となることが期待される。
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