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これまでの流れ（概要）
• ２０１９年１０月 GakuninRDM実証実験参加
• ２０２０年１月 研究データ管理（RDM）連絡調
整WG設立。

• ２０２０年３月 ORCID日本コンソーシアム参加
• ２０２０年３月～４月 研究データ管理に関する
アンケート実施。

• ２０２０年７月頃 WGにて、研究データ管理公開
ポリシー案作成。

• ２０２０年１０月 研究環境DX推進方策検討TF設
立。



研究データ管理（RDM）連絡
調整WGについて
• ２０２０年１月 設立。ステークホルダーが多
方面にわたる作業になるため、各担当者間の風
通しを良くすることが目的。（→実際、今ポリ
シー策定で役立っています）

• 情報、図書、研推、産学連携より、主に教員や
課長係長からなる。１０名程度

• ２～３か月に一度の頻度で会議実施。情報の共
有は随時。

• 研究データ管理公開ポリシー案のたたき台を作
成。



研究データ管理(RDM)実施までの流れ(案)
2020年1月時点での想定

【第１次: 助走フェーズ】直近から
・WG（ワーキンググループ）設置し、各ステークホル
ダー間で情報共有
（情報を共有したうえで、各ステークホルダーが各々の目的のために動
けるようにする）

【第１.５次:先行評価フェーズ】１～数年
・意識の高い教員へのRDM支援

・研究推進課、図書館等と連絡
調整WGを招集する。
・研究室にて、GakuNinRDMを確
認。

・教員レベルの小さい規模で
RDMの利用を開始する。
・そもそもRDMが必要かどうか
の議論。
（悪ければ第1次へ差し戻し。
良ければ次の第２次へ）

【第２次: 立ち上げフェーズ】
・全学TF（タスクフォース）設置し、機関としての研
究データ管理のルール作成及びその推進

・全学タスクフォース設立。
（学内研究データ管理を牽引する
組織）
・日々の運用体制を検討し構築。
・機関リポジトリ機能連携（NII
のWEKO3相当）によるデータサイ
テーション対応を検討し開始。
・教員によるDMPに対するシス
テム利用対応を検討し開始。
・法人評価等の研究データ管理
各種指標への対応を検討し開始。
等々

この先は現時点で未定
以下はあくまでも一案

目的 手段

【第３次: 水平飛行フェーズ】
・機関としての研究データ管理の定着

・RDM、機関リポジトリ機能連
携、DMP対応に利する機能等の
提供、及び定常運用の実施。4



アンケートについて
• データ収集期間：３月２７日～４月２８日
• AXIESの雛形を利用。
https://rdm.axies.jp/sig/24/
• メリットとしては、
１．教員への研究データ管理についての啓蒙、
２．学内の他のステークホルダーの掘り起こし
（産学連携機構が新たにWGへ参加のきっかけ）、
３．学内の研究データ管理に関する状況の把握。
• 回答数３７１



アンケート詳細
• アンケートの案内文や進め方は次のスライド参
照。

• アンケートはgoogleのformsを利用して実施。
基本的に無記名。（後でヒアリングに協力いた
だける方のみ記入）

• 東北大学の全結果は本日は時間の関係でお見せ
できせんが、他大学のものとほぼ同じ。（注：
前年のAXIES年次大会や情報処理学会の青木先
生の論文も参考になります。）







３月２７日（金）
１１時

アンケート開始案内

４月１０日（金）
１１時

リマインダ１回目

４月２０日（月）
４時

リマインダ２回目

４月２８日（火）
１１時

アンケート〆切
３７１名



アンケートの回答例（例えば、質問３）

• 3. [AXIES] 収集・作成した研究データをどのように保管していますか？(複数選択可) 
*

• a. 個人が使用するパソコンやディスクなどに保管

• b. 研究室などの研究組織が管理するサーバやストレージなどに保管

• c. 大学や部局が管理するストレージなどに保管

• d. 他機関や商用サービスによる学外クラウドに保管

• その他:

74.93261456

66.30727763

9.433962264

8.894878706

6.469002695
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a. 個人が使用するパソコンやディスクなどに保管

b. 研究室などの研究組織が管理するサーバやストレージなどに保管

c. 大学や部局が管理するストレージなどに保管

d. 他機関や商用サービスによる学外クラウドに保管

e. その他

質問３ 総計 N=371
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京都大学 N=443

広島大学 N=1217

大阪府立大学 N=146

北海道大学 N=269

名古屋大学 N=157

東北大学 N=371

総計 N=2603

アンケートの回答例（質問３）

a. 個人が使用するパソコンやディスクなどに保管 b. 研究室などの研究組織が管理するサーバやストレージなどに保管
c. 大学や部局が管理するストレージなどに保管 d. 他機関や商用サービスによる学外クラウドに保管
e. その他



研究環境DX推進方策検討TFに
ついて
• ２０２０年１０月発足（年度末まで）。
• 研究担当理事がリーダー。情報、図書、産学連
携の各理事・副学長、及び、各部局長が構成員。

• 任務のうちの一つが、研究データ管理公開ポリ
シー策定。



研究データ管理公開ポリシー
案作成、及び、進捗状況
• 京都大学のものを主に、あと、オックスフォード大学
やケンブリッジ大学等海外の大学を参考にして作成。
WGで意見をもらう。

• AXIESのRDM部会のURDPワーキングに参加して本学の
現状を説明しつつ、他大学の状況について知見を得て、
再度、検討。

• できたものを、研究環境DX推進方策検討TFに提出。
• その後、名古屋大学のポリシーができたので参考にし
て修正。

• 現在は、TFやWG、また、TFの事前の打合せ等でポリ
シー案を修正中。

• 当初は解説補足をつけない予定であったが、TFでの委
員への説明のしやすさや、将来の教員への説明のため
に解説補足を策定する方向へ。



今後の予定
• 本日はまだ本学のポリシーと解説補足を公開で
きないのですが、今年度中の策定を目指してい
るところ。アクションプラン等も現在検討中。
（研究データ管理の要素と担当一覧も。。）

• 今後必要な作業としては、各研究分野での実施
要領の雛形つくり、GakuninRDM等のNIIオープ
ンサイエンス基盤の利用に向けた準備、など。
（一部、ムーンショット等では利用を先行開始
中）
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