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イントロダクション
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研究データ管理とは︖
• 研究データ管理
(RDM: Research Data Management)︓

• ある研究プロジェクトにおいて使⽤された、または⽣成され
た情報を、どのように組織化・構造化・保管・管理していく
のかを指す⾔葉

• RDMサービス
• 広義︓研究データライフサイクルの各プロセス（計画・管

理・共有・解析・公開・検索）に関わる業務を⽀援するため
の、ITインフラおよび研究⽀援体制（意思決定、予算、⼈的
リソース、教育プログラム）の提供

• 狭義︓本講演においては、特に発表前の研究データを管理・
共有する事に特化したITインフラを指す。RDMするための
サービス。
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オープンサイエンス時代の
研究データ基盤構築に向けた国内の政策的経緯
• 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︓政府「第5期科学技術基本計画」

• 2016年2⽉︓⽂部科学省科学技術・学術審議会学術分科会学術情報委員会

「学術情報のオープン化の推進について」

• 2016年5⽉︓G7茨⽊・つくば科学技術⼤⾂会合つくばコミュニケ（共同声明）

• 2016年5⽉︓政府「科学技術イノベーション総合戦略2016」

• 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」(提⾔)

• 2017年6⽉︓政府「科学技術イノベーション総合戦略2017」

• 2018年6⽉︓政府「統合イノベーション戦略」

• 2019年6⽉︓政府「統合イノベーション戦略2019」

• 2020年6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)

• 2020年7⽉︓政府「統合イノベーション戦略2020」

• 2021年4⽉︓政府「公的資⾦による研究データ管理・利活⽤に関する基本的な考え⽅について」

• 2021年6⽉︓政府「統合イノベーション戦略2021」
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統合イノベーション戦略2021概要
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内閣府, 統合イノベーション戦略2021概要

https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/togo2021_gaiyo.pdf

https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/togo2021_gaiyo.pdf


公的資⾦による研究データ管理・利活⽤に
関する基本的な考え⽅について
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令和3 年4 ⽉27 ⽇ 内閣府, 統合イノベーション戦略推進会議

https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/9kai/siryo3-1.pdf

https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/9kai/siryo3-1.pdf


研究データ管理基盤
GakuNin RDM
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研究データ管理サービスGakuNin RDMとは︖

GakuNin RDM（GRDM）は、国⽴情報学研究所（NII）で運⽤している
研究データ基盤NII Research Cloudの⼀部で、研究中のクローズド（⾮公開、
制限共有）なデータを取り扱う事に特化した研究データ管理サービス。
2021年4⽉からは24/365運⽤体制でRDMサービスを全国の学術機関に提供。
NIIの他の研究データ基盤とも連携予定。

データ公開基盤

データ検索基盤

データ管理基盤

オープン・クローズド戦略のもとで
オープンサイエンスが実現できる基盤
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研究データプロセスと
研究データ基盤

NII Research Cloud



Center for Open Science が提供する
Open Science Frameworkとの関係
• GakuNin RDM (GRDM)は、⽶国Center for Open 

Scienceが開発したOpen Science Framework (OSF)
のOSS版をフォークして開発
• 技術開発に関する情報交換、ソースコードレベルでの

バグレポートなど機能改善でNIIはCOSと協⼒
• NIIの研究データ基盤 NII Research Data Cloudでは、

公開基盤や検索基盤があるため、サービスのアーキテ
クチャ上不要なOSFの公開機能については未実装 (リ
ポジトリ機能、公開データの検索機能、カンファレン
ス⽀援機能、プレプリント機能等)
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GakuNin RDMのサービス・ヴィジョン

データ共有とクレジット トレーサビリティ⽣産性向上

研究データの⼀元管理

研究不正防⽌

研究証跡の保存

第三者認証（ISO27001等）

連携サービスとのメタデータ互換

研究データの10年保存への対応

著作権、ライセンス管理

データ管理計画 (DMP) 機能連携

ストレージのデスクトップクライアント連携

研究記録⽤Wiki

研究データの管理・共有

データセットのメタデータ付与

研究データのバックアップ

データ解析機能連携

学内向けRDMサービスの提供

研究推進
データ共有による研究効率の上昇
資⾦提供元や産業界のポリシー要求を満⾜

研究公正
研究不正を抑⽌・追跡調査が可能
研究における疑念⾏為を抑⽌・追跡調査が可能

RDM基盤構築
研究倫理 可視化

研究者 機関
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GakuNin RDMシステム紹介
研究データ共有機能（基本機能）

機関利⽤のための管理機能研究証跡の保存機能

NII研究データ基盤と外部ツールとの連携

パブリック
クラウド リポジトリ

プライベート
クラウド

研究ツール

時刻認証事業者のタイムスタンプで
ファイルの存在を証明

学認による認証とグループ管理でデータ共有

機関の管理者による組織内の
RDMサービスのカスタマイズ 11



今ある機能とない機能
今ある機能
• 学認フェデレーション対応
• データ管理・共有
• クラウドストレージ拡張
• 研究ツール連携
• Wiki・コメント
• ⾮公開データ検索
• 研究証跡管理
• 機関のシステム管理者⽤
（機関ストレージ等）

今ない機能
• 機関リポジトリ連携
• 外部Webサービス連携強化
• データガバナンス機能
(データ管理計画の管理等)
• セキュアデータ解析機能
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セッションの後半でNII・藤原、NII・横⼭
からコンセプトを紹介︕

次の⾦沢⼤学・松平様のご発表で
運⽤事例を紹介︕



サービスの基本機能
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研究者向け機能
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学認フェデレーション参加のIdPと連携可能
調達が不要でシステム導⼊が容易

GRDMでは、学術認証（学認）フェデレーションにサービスプロバイダ
（SP）として登録済みのため、学認に参加していればアイデンティティ
プロバイダ（IdP）連携のみで導⼊が可能

GakuNin RDMポータルの
プルダウンメニューから⾃機関を選択

⾃機関の認証システム
(IdP)でログイン

シングルサインオンで
GakuNin RDMを利⽤

研究データ共有機能（基本機能）

学認による認証とグループ管理でデータ共有
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研究室や共同研究者間でのデータ管理・共有

GRDMでは、標準で利⽤可能なストレージを提供、学内の研究者がWeb
ブラウザ上で学内外の共同研究者とデータ共有・管理が可能。プロジェ
クトの階層化も可能であるため、⼤型研究プロジェクトにも対応可。

教員ディレクトリ

学⽣Aのディレクトリ

学⽣Bのディレクトリ
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GakuNin RDMとクラウドストレージや
外部ツールとの連携で研究を促進

GRDMでは、NII提供分のストレージ以外にも、機関側で契約、所有して
いるパブリッククラウド、プライベートクラウドのストレージをAPIで
接続して利⽤可能。

NII研究データ基盤と外部ツールとの連携

パブリック
クラウド リポジトリ

プライベート
クラウド

研究ツール

研究プロジェクトに様々な
外部クラウドサービスを
紐付けて管理
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研究データの証跡管理機能で
研究不正を未然に防⽌

研究証跡の保存機能

時刻認証事業者のタイムスタンプで
ファイルの存在を証明

システム外でファイルに変更があった可能性を検出

GRDMでは、システム中に保存されたユーザデータについて、UPKIタイ
ムスタンプサービスの時刻認証局サーバと連携。
ある時刻でのファイルの存在を証明。システム外でファイルが操作され
た場合に検出され、研究主催者はダウンロードして確認することが可能。
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機関ストレージとデスクトップ同期の例

GakuNin RDM
対象ストレージの

デスクトップクライアント 対象ストレージファイル
同期

証跡管理機能同期

ファイル
同期

対象ストレージのWebUIおよびデスクトップクライアント
を利⽤した場合にもGakuNin RDMの証跡管理機能が有効に
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データやプロジェクトの検索インタフェース

利⽤ユーザがアクセス権限のあるファイルとプロジェクトのみが検
索できるプライベート検索です。
プロジェクト、ファイルのコメントも検索対象に追加しました。
検索結果のソート機能を追加しました。

20



ユーザインタフェースの⽇本語・英語への対応

UIの多⾔語化（⽇本語・英語）に対応しました。
「Webブラウザ」の⾔語設定の優先順位の変更で、
⾔語を切替えることが可能になっています。

Google Chromeの場合の⾔語設定切替
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機関のシステム管理者機能
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機関ストレージ対応ストレージの追加・改良
機関ストレージ 管理者側（機関ストレージの設定）

ユーザ側（プロファイル画⾯）

• 機関で準備したストレージを機関ストレージで設定することで、
⾃機関のユーザにデフォルトで利⽤させる事が可能
• 機関ストレージの対応ストレージの追加

機関ストレージの設定

研究データ管理サービス

機関ストレージ

パブリッククラウド
（プロバイダーDC）

プライベートクラウド
（オンプレミス環境）

WebアプリはNIIが提供

機関毎に準備

拡張ストレージ

・機関のシステム管理者がいずれかのオブジェクトストレージ
を学内の標準ストレージとして１種類指定
・プロジェクト開始時に⾃動的にストレージをマウント
・NIIストレージは併⽤不可

パブリッククラウド
（プロバイダーDC）

プライベートクラウド
（オンプレミス環境）

S3互換

拡張ストレージは併⽤可能

S3互換

機関毎に準備

標準ストレージ
（NIIストレージ）

利⽤開始直後から利⽤可

機関のシステム管理者が設定すれば全学で利⽤可

（機関向け機能）
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機関ストレージのクォータ設定機能
拡張ストレージのアドオン制御機能

管理者側（ユーザのクォータ設定）
⾃機関のユーザリスト⼀覧

個別ユーザのクォータ設定

ユーザ側（プロファイル画⾯）

クォータ上限に反映

管理者側（アドオン利⽤制御） ユーザ側（アドオン設定画⾯）

• 機関ストレージでは個別ユーザのクォータ設定が可能
• 拡張ストレージで機関で利⽤を許可するアドオンを制御

ユーザが利⽤できる
アドオンの有効/無効を変更

機関ストレージ

拡張ストレージ

（機関向け機能）
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ストレージ連携における認証⽅式のパターン

• S3系（AWS S3, S3互換ストレージ等, IaaS）
• 認証⽅式︓hash-based message authentication code (HMAC) ⽅式。
• 事前に交換しておいたアクセスキーによって、リクエスト本⽂のハッ
シュ値に署名することでリクエストがアクセスキーを持つ者から発⾏さ
れた事を保証

• AWS S3ではシークレットアクセスキーと年⽉⽇、リージョン、AWSサー
ビスからSigning Keyという専⽤のキーをを作成してリクエストに使⽤

• ownCloud系（ownCloud, Nextcloud等）
• 認証⽅式︓OAuth認証
• GRDM側でストレージのアカウント情報を管理
• 安全のためデバイス単位、アプリ単位のユーザID/パスワードを発⾏する

ownCloud（Nextcloud）の拡張プラグインを利⽤することを推奨している

• SaaS系（Dropbox, Google Drive, OneDrive, box等）
• 認証⽅式︓OAuth認証
• 各クラウドプロバイダ側でアカウント情報を管理
• クラウドサービスのアカウント情報で認証を⾏いGRDMに紐付ける
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参考︓ストレージ連携⽅式⼀覧
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連携可能な外部ストレージの制限事項 

サービス名 
１ファイルあたりの 

サイズ上限 

拡張ストレージ 

(アドオン方式) 

機関ストレージ 

(アドオン方式) 

機関ストレー

ジ 

(一括マウン

ト方式) 

クライアントツールと 

研究証跡機能の自動

連携*3 

Amazon S3 128MB ✔ ✔ *1 ✔  

Azure Blob Storage 128MB ✔    

Bitbucket (read-only) ✔    

Box 250MB ✔    

Dropbox 150MB ✔    

Dropbox Business 150MB  ✔  ✔ 

figshare 50MB ✔    

GitHub 100MB ✔    

GitLab (read-only) ✔    

Google Drive 5GB 

✔ 

(Google Workspace 

対応開発中) 

(Google 

Workspace 

対応開発中) 

✔ 
(Google Workspace 

対応開発中) 

Nextcloud 3GB ✔  ✔  

Nextcloud for Institutions 3GB  ✔  ✔ *4 

NII Storage 5GB   ✔  

One Drive 

(read-only) 

(Microsoft Graph 

API 対応開発中) 

✔ 

(Microsoft365 

対応開発中) 

(Microsoft365 

対応開発中) 
✔ 

(Microsoft365 

対応開発中) 

OpenStack Swift 128MB ✔  ✔  

Oracle Cloud Infrastructure 

Object Storage 
3GB ✔ ✔   

ownCloud 3GB ✔ ✔ *2 ✔ ✔ *5 

S3 Compatible Storage 128MB ✔ ✔ ✔  

S3 Compatible Storage for 

Institutions 
128MB  ✔   

 

*1 S3 Compatible Storage で接続可能です。 

*2 Nextcloud for Institutions で接続可能です。 

*3 全ての外部サービスのデスクトップ同期クライアントツールは通常利用が可能です。 

ここでは、GRDM の研究証跡可能と自動連携しているサービスを示しています。 

*4 Nextcloud 側にプラグイン導入が必要です。 

*5 ownCloud 側にプラグイン導入が必要です。 

GakuNin RDMユーザーサポートページ, 連携可能な外部ストレージの制限事項
https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=67611476

https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=67611476


GakuNin RDMに接続実績のあるREST API
を持つS3互換オブジェクトストレージ
• S3互換のIaaS

• さくらクラウド（オブジェクトストレージ）
• IDCFクラウドストレージ
• Wasabi
• 楽天クラウド（Cloudian）
• ニフクラ
• Oracle Cloud Infrastructure (OCI)  Object Storage

• S3互換のアプライアンス製品
• Western Digital Active Scale
• IBM Cloud Object Storage
• Cloudian HyperStore

• S3互換のオープンソースソフトウェア
• Minio

S3互換ストレージ製品とGakuNin RDMの接続の検証を⾏いたい
学術機関からのお問い合わせが増えております、
ストレージの検証を実施された際はご報告いただければリスト化して参ります。

GakuNin RDMユーザーサポートページ,
GakuNin RDMに接続実績のあるS3互換 REST APIを持つS3互換オブジェクトストレージ
https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=74195802

27

https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=74195802


新機能リリースと
開発中機能の紹介

28



昨年度からの機関ストレージの拡充
• リリース済

• アドオン⽅式の機関ストレージ
『Nextcloud for Institutions』をリメイク実装
『S3互換ストレージ for Institutions』をリメイク実装
• アドオン⽅式の機関ストレージ / 拡張ストレージ
『Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Object Storage』を実装

• もうすぐリリース
『Microsoft Office 365 Education One Drive』の
機関ストレージ / 拡張ストレージを開発中

• 開発中
『Google Workspace Education Google Drive』の
機関ストレージ / 拡張ストレージの開発にも着⼿
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GakuNin RDMアプリ︓Webサービス連携機能

30

• 外部Webサービス連携機能 (Integromat) と連動
• ユーザがアプリを組み合せてカスタマイズ可能
• リリース第1弾はWeb会議アプリ (Webex Meetings, Microsoft Teams)と連携

プロジェクトに録画ビデオを保存

・会議情報(⽇時やURL等)通知
・Web会議アプリから
メッセンジャーアプリを起動

メッセンジャーアプリの
通知内容をGRDMへ反映

APIトークンとして
登録する

GRDMから
カレンダーアプリを起動

Webアプリ連携
サービス

メッセンジャーアプリ

カレンダーアプリ Web会議アプリ登録された会議内容の会議を発⾏

Webアプリ連携サービスのワークフロー（⼀例）

GakuNin RDMアプリ

Webサービス
連携機能

＊画⾯は開発中の物です、リリース版では仕様が異なる事があります。

複数アプリのWeb会議情報を
『GakuNin RDMアプリ』で⼀元管理

（研究者向け機能）



ユースケース
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GakuNin RDM利⽤機関数

32 機関
(2021年6⽉現在)

福岡⼯業⼤学, お茶の⽔⼥⼦⼤学, 滋賀医科⼤学, 浜松医科⼤学, 三重⼤学, 
理化学研究所, 熊本⼤学, 静岡理⼯科⼤学, 北陸先端科学技術⼤学院⼤学, 
成城⼤学, 信州⼤学, 慶應義塾⼤学, CCC-TIES, 帯広畜産⼤学, ⼤阪⼤学, 福井⼤学, 
⼩樽商科⼤学, 東京農⼯⼤学, 神⼾⼤学, 群⾺⼤学, 東北⼤学, 千葉⼤学, 
北⾒⼯業⼤学, 広島⼤学, 富⼭⼤学, 九州⼤学, 東京⼤学, ⾦沢⼤学, 北海道⼤学, 
名古屋⼤学, 京都⼤学, 国⽴情報学研究所

『GakuNin RDM 利⽤機関数』
https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=41588114
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https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=41588114


NIIのYouTube チャンネル
GakuNin RDM事例紹介動画リスト
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『NIIのYouTube チャンネル GakuNin RDM事例紹介動画リスト』
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKzfdUM-Rtgyj44t821KN1xO5lt78Ea4O

研究公正、研究推進、⼤学間連携の
それぞれの観点からのデモ動画を公開中

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKzfdUM-Rtgyj44t821KN1xO5lt78Ea4O


利⽤申請⽅法について
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GakuNin RDM利⽤申請の流れ
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https://community.nii.ac.jp/

①

②

③
GakuNin RDMを選択

④

⑤

GakuNin RDMユーザサポートページ, GakuNin RDM 利⽤申請⽅法
https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=74195598

https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=74195598


GakuNin RDMの利⽤申請⽅法

• GakuNin RDMは利⽤申請の申込み受付中です。まずは貴機
関の情報基盤センターまたは、情報システム部⾨のシステ
ム導⼊のご担当者様にご相談ください。

• 申込みはGakuNin RDMユーザサポートページのWeb申請
フォームにて、貴機関のシステム担当部⾨のご担当者様か
ら、お申し込みしていただく必要がございます。
• GakuNin RDMユーザサポートページ︓
https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/display/gaku
ninrdmusers

• ご不明点・ご質問は下記のメールアドレスまでお問合せ下
さい。
• GakuNin RDMユーザサポート
rdm_support@nii.ac.jp
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https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/display/gakuninrdmusers
mailto:rdm_support@nii.ac.jp


まとめ

• 本講演ではNIIの研究データ管理サービス
GakuNin RDMの開発の背景や経緯を紹介。
• サービスの機能については、基本機能の再確認
と昨年度のフォーラムからの追加機能や開発中
の新機能を説明。
• GakuNin RDMユースケースの報告と参考資料
の提⽰し、利⽤申請⽅法について紹介。
• 次世代のGakuNin RDMの拡張機能はセッショ
ン後半で、各担当者からコンセプトを紹介。

37


