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研究データ管理サービスとは



研究データとは？

• 文書ファイル、スプレッドシート

• 研究ノート、フィールドノート（野外調査の記録）、日誌

• アンケート、転写物、コードブック

• 音声テープ、ビデオテープ

• 写真、フィルム

• 試験・検査への反応、応答

• スライド、人工物、標本、サンプル

• 研究の過程で獲得され、生成されたデジタル資料のコレクション

• 統計的なデータファイル

• データベースのコンテンツ（ビデオ、音声、テキスト、画像）

• モデル、アルゴリズム、スクリプト

• アプリケーションソフト

• 方法論、ワークフロー

• 標準的な操作手順
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研究データの具体例

• 観測データ (Observational)
• 自然現象等を観測し取得されたデータ。
例：天体観測、気象観測、社会調査

• 実験データ (Experimental)
• 実験によって得られたデータ。高価になることもある。
例：DNAシークエンス、クロマトグラム、微量検定法により得られた

データ

• シミュレーション (Simulation)
• モデルやコードを用いて生成されたデータ。得られたデータに加え、使
用されたモデルやコード、パラメータセットも重要。
例：気象モデル、経済モデル

• 派生データ・編集されたデータ (derived/compiled)
• 取得したデータを加工、あるいは結合することによって得られたデータ。
例：データマイニング、テキストマイニング、3Dデータ

• 参照/標準データ (Reference or canonical)
• 研究の過程で参照されるデータ、データセット。あるいは標準的なデー
タのコレクション。整理・共有されているものも多い。
例：遺伝子配列データバンク、結晶データベース、歴史画像アーカイブ
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研究データ管理とは？

「研究データ管理（RDM: Research Data Management）」
とは、一般的にある研究プロジェクトにおいて使用され
た、あるい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

研究データ管理には次のようなことが含まれる：
• どのようにデータを取り扱っていくかの計画（Data

Management Plan）策定

• 研究プロジェクトが行われている間の、日々の情報の取り扱
い方

• 長期的にデータをどのように取り扱うか（研究プロジェクト
が終わった後はそのデータをどうするのか）
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http://researchdata.ox.ac.uk/home/introduction-to-rdm/ より



研究データ管理サービスとは？

研究データのライフサイクル
（生成→加工→分析→保存→公
開→再利用→生成）全体を対
象として

研究支援スタッフが研究者に
提供する一連のサービス
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The UK Data Archive
http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/life-cycle

RDM Support - basic training course for information specialists
http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1285313

生成

加工

分析

保存

公開

再利用

研究データのライフサイクル



具体的なサービス（人的支援（ソフト））

• 研究者に対する研修
• 講義やeラーニングを通じて、研究者が研究データ管理
に関する知識を身につけられるようにする

• 研究データに関する相談窓口の設置
• 研究者が研究データ管理に関していつでも相談できる窓
口を設置する

• 相談内容の例：共同研究での研究データの保存方法、ポ
リシーに沿ったデータ管理計画

• 広報、アドボカシィ
• 研究データ管理の重要性、必要性を理解できるよう、研
究者に対して広報する

• データ管理計画（DMP）作成支援
• 研究費助成機関（Funding Agency）の要求に沿ったDMP
作成

• DMP作成ツールや雛形の提供
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具体的なサービス（基盤（ハード））

•データの「生成」を支援する
• オンラインストレージの提供

• 必要な機能の例：ローカル環境との同期、ファイルの
バージョン管理、チームでの共有、十分なセキュリティ
の確保

•データの「保存」を支援する
• 長期保存のためのストレージの提供

• 保存するデータの選別（データキュレーション）

•データの「公開」「再利用」を支援する
• データリポジトリの提供

• メタデータ作成支援
• ORCID、DOIなど識別子の機関管理、付与

• データライブラリアンなどの専門的人材の配置

7



エジンバラ大学のRDMサービス
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4つのサービスで研究者をサポート

（研究前） （研究中） （研究後）

DMP作成ツール
ストレージ
バックアップ
ラボノート管理

共有・公開
長期保存

オンライン教材
リテラシー教育

トレーニングコース

（教育・育成）

http://www.ed.ac.uk/information-services/research-support/research-data-service
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背景



研究データ管理サービスがなぜ必要とさ
れているのか？

1. オープンサイエンス推進の流れ

2. 研究公正（不正防止）の流れ
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オープンサイエンス（国内の議論）

• 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（2013.6）
→日本も調印（2013.6）

• 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（2015.3）
→公的研究資金による研究成果のうち、論文及び論文のエビデ
ンスとしての研究データは原則公開

→2015年度以降フォローアップ検討会を実施

• 第5期科学技術基本計画（2016.1）
→知の基盤の強化向けてオープンサイエンスを推進

• 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（審議まとめ）」
（2016.2）
→研究資金配分機関、大学、NII、JST、学協会、国の役割の明確化

• 日本学術会議 オープンサイエンスの取組に関する検討委
員会「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」（2016.7）
→研究データ基盤の整備、データ戦略、キャリアパス
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オープンサイエンスとは？
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「オープンサイエンスとは、公的研究資金を用いた研
究成果（論文、生産された研究データ等）について、
科学界はもとより産業界及び社会一般から広く容易な
アクセス・利用を可能にし、知の創出に新たな道を開
くとともに、効果的に科学技術研究を推進することで
イノベーションの創出につなげることを目指した新た
なサイエンス」

内閣府『我が国におけるオープンサイエンス推進のあり方について～
サイエンスの新たな飛躍の時代の幕開け～』（2015年3月30日）

http://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/openscience/



大学（図書館）の役割（文科省審議まとめ）

•研究データのオープン化
• 研究者のデータ管理計画（DMP）作成の支援

• 研究データの保管に係る基盤整備に当たって、NII
と連携してアカデミッククラウドを構築し、その活
用を図る

•研究成果の散逸等の防止
• 論文、研究データの管理に係る規則を定め、散逸等
を防止

• 論文及び研究データにDOIを付与

•人的支援
• 技術職員、URAと共にデータ管理体制を構築

• 機関リポジトリの構築を進めてきた経験等から、研
究成果の利活用促進を担う
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研究公正（不正防止）の流れ

• 文部科学省
• 『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』（2014.8.26）

• 研究機関は、研究者に対して一定期間研究データを保存し、
必要な場合に開示することを義務付ける旨の規程を設けるべ
し

• 日本学術会議
• 『（回答）科学研究における健全性の向上について』
（2015.3.6）

• 論文等の形で発表された研究成果のもととなった実験データ
等の研究資料は、当該論文等の発表から10年間の保存を原則
とする

• 京都大学の事例
• 『京都大学における公正な研究活動の推進等に関する規程』
（2015.2.24）

• 『京都大学の研究データ保存（理事裁定）』（2015.7.30）
• 保存期間は、当該論文等の発表後少なくとも10年とし、これ
を下回って定めてはならない
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研究データ管理の現状



研究者の意識は？
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 1,329名の回答者のうち78％が、少なくともデータの一部はアクセス制限のない
データリポジトリに登録したいと考えている

 しかし、自身のデータに他の研究者が容易にアクセスできるとした回答者は36.2%
に留まっている

 データを電子的に利用できるようにできない理由は、
 時間がない（53.6%）

 資金がない（39.6%）

 データの登録先がない（23.5%）

Tenopir, Carol. et al. Data sharing by scientists: practices and perceptions. 
Plos ONE. 2011, 6(6). E21101.
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0021101

 現在未提供のデータについて、全体の94.7%が今後提供することを考えている

 データを提供しない理由は
 時間がない（44.7%）

 作業（メタデータ作成、品質チェック）に対応できない（36.8%）

 資金がない（21.1%）

小野雅史、小池俊雄、柴崎亮介. 地球環境情報分野における研究
データ共有に関する意識調査.  
情報管理. 2016, 59(8). P. 514-525

http://doi.org/10.1241/johokanri.59.514
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データを公開したい、あるいは公開
しなければならないが、実現できず
にいる研究者が多数存在する



日本の現状

• 調査対象
• 大学268＋研究機関226＝計494機関

• 調査項目
1. 研究成果および研究データのオープン化に関する方針の認知度
2. 研究成果のオープン化の現状
3. 研究データの保管に関するガイドラインの整備、研究データに関する

支援状況、研究データの公開の現状
4. 研究データの公開等の今後のあり方

• 調査手順
• 宛先は「研究データ管理・保存関連部署」
• 回答部署の決定は各機関の判断
• 質問紙による調査
• 有効回答数151票（有効回答率30.6%）
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倉田敬子、松林麻美子、武田将季．日本の大学・研究機
関における研究データの管理，保管，公開：質問紙調査
に基づく現状報告．情報管理．2017, vol. 60, no. 2, p. 119-
127.

http://doi.org/10.1241/johokanri.60.119



調査結果（抜粋）

•オープン化方針の認知度
• 方針を知っている

• G8声明（大学：30.3%、研究機関：18.6%）

• 内閣府（大学：33.7%、研究機関：22.0%）

• 文科省審議まとめ（大学：44.9%、研究機関：25.4%）

•研究不正対応のための研究データガイドライン
の制定
• 既に制定（大学：52.8%、研究機関：32.2%）

• 検討中（大学：20.2%、研究機関：10.2%）
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調査結果（抜粋）

•研究データ管理計画作成の状況
• 提出を義務づけている 0.0%

• 作成を推奨している 11.9%

• 自機関の状況を把握していない 30.5%

• 研究データ管理計画を知らない 41.1%

•プラットフォーム整備状況
• 自機関で保管場所を用意 3.3%

• 外部のクラウドサービス利用を支援 2.6%

• 何も整備していない 84.8%

20



21

考察

「日本の大学・研究機関では研究データ
の管理、保管、公開について、十分な認
識もなく、現時点では具体的な動きは何
もみられない」



機関リポジトリ公開機関数（国内）
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機関リポジトリ公開数の推移. 国立情報学研究所. 
https://www.nii.ac.jp/irp/archive/statistic/
最終更新日:2017.5.8

United States, 498

United Kingdom, 
252

Japan, 211

Germany, 195

Spain, 125

France, 119
Italy, 110

Brazil, 92Poland, 92

Others, 1651

実際は第1位（779）

OpenDOAR May-2017
http://www.opendoar.org/



資源タイプ別コンテンツ数（全体）
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1041354, 53%

279331, 14%

97855, 5%

60496, 3%

55733, 3%

53595, 
3%

42690, 2%

34578, 2%

32180, 2%

10926, 0%

4346, 0%

614, 0%

46, 0%

251775, 13%

Departmental Bulletin Paper（紀要論文）

Journal Article（学術雑誌論文）

Thesis or Dissertation（学位論文）

Research Paper（研究報告書）

Article（一般雑誌記事）

Data or Dataset（データ・データベース）

Technical Report（テクニカルレポート）

Conference Paper（会議発表論文）

Book（図書）

Presentation（会議発表用資料）

Learning Material（教材）

Preprint（プレプリント）

Software（ソフトウェア）

Others（その他）

NII_IRDBコンテンツ分析2017.4  http://irdb.nii.ac.jp/analysis/index.php



資源タイプ別コンテンツ数（千葉大学）
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52212, 57%25341, 28%

8618, 10%

1502, 2%

742, 1%

321, 0% 190, 0% 89, 
0%

53, 0%

35, 0%

20, 0% 14, 0%

0, 0%

1972, 2%

Data or Dataset（データ・データベース）

Journal Article（学術雑誌論文）

Departmental Bulletin Paper（紀要論文）

Thesis or Dissertation（学位論文）

Research Paper（研究報告書）

Learning Material（教材）

Presentation（会議発表用資料）

Conference Paper（会議発表論文）

Book（図書）

Technical Report（テクニカルレポート）

Preprint（プレプリント）

Article（一般雑誌記事）

Software（ソフトウェア）

Others（その他）

NII_IRDBコンテンツ分析2017.4  http://irdb.nii.ac.jp/analysis/index.php



千葉大学学術成果リポジトリ（CURATOR）
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（萩庭さく葉データベース）



資源タイプ別コンテンツ数（学術資源リポジトリ）
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NII_IRDBコンテンツ分析2017.4  http://irdb.nii.ac.jp/analysis/index.php

1024, 100%

Data or Dataset（データ・データベース）

Journal Article（学術雑誌論文）

Thesis or Dissertation（学位論文）

Departmental Bulletin Paper（紀要論文）

Conference Paper（会議発表論文）

Presentation（会議発表用資料）

Book（図書）

Technical Report（テクニカルレポート）

Research Paper（研究報告書）

Article（一般雑誌記事）

Preprint（プレプリント）

Learning Material（教材）

Software（ソフトウェア）

Others（その他）

一般社団法人学術資源リポジトリ協議会のリポジトリ



学術資源リポジトリ
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（科学実験機器資料リポジトリ） （教育掛図資料リポジトリ）
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研究データ管理サービスのための
基盤整備



3つの基盤の必要性

1. システムの基盤（研究データ共通基盤）

2. 人の基盤（支援スタッフの育成と確保）

3. 組織の基盤（コミュニティ）
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NIIによる研究データ基盤の整備
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• 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

for Data

for Data

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



研究データの保管・公開・検索の流れ
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①研究データ管理基盤
研究者が簡便な手順で研究データをストレージに
保存。研究段階からメタデータを簡単に付与でき
る機能や研究データの利用頻度に応じて保存する
ストレージを自動で振り分ける機能を提供。

②研究データ公開基盤
各大学が公開する研究データのメタデータと
実際のデータへのリンク情報を提供。公開す
る研究データ毎に固有の識別子（DOI）を付
与。

研究者

利用者

③研究データ検索基盤
研究データ公開基盤や分野毎のデータリポジトリ
に登録された研究データを横断的に検索。研究
データに関連する論文の書誌情報も提供。

データを保管

分野毎の
データリポジトリ

公開用メタデータの登録

メタデータの収集

検索



研究ワークフローと研究データ基盤の役割
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大学等研究チーム

データ管理基盤

データ公開基盤

データ検索基盤

○従来知見（論文や実験
データ）の取得、整理

○独自の実験データや解析
結果の管理、共有

Hot
Storage

新たな研究成果

○執筆論文の管理、共有
○図表等の管理、共有
○エビデンスデータの整理

公開OK 非公開希望 Cold
Storage

非公開データの長期保存
ファイル＋メタデータ

○図書館員、キュレータに
よるメタデータチェック

○DMPとの整合性確認
○エンバーゴの設定
○DOIの付与

図書館員
キュレータ

などがサポート

○他の論文等とのリンク情
報を機械的に付与

○名寄せ処理などを実施
○各公開基盤（機関リポジ
トリ）からの情報を収集

情報基盤センター
などが管理

非公開・ラボ公開・インターネット

新しい研究着手

実験・解析

論文執筆・投稿

論文採録論文・データ登録

公開

従来知見調査

海外サービス連携



ロードマップ（予定）
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平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

整
備
計
画

海
外
連
携

国
内
連
携

１．データ管理基盤開発

２．データ公開基盤開発

３．データ検索基盤開発

【実験連携】
大学ICT推進協議会

大学の情報環境の在り方検討会オープンサイエンス対応WG等

【管理基盤開発協力】情報基盤センター長会議
クラウドコンピューティング研究会

オープンアクセスリポジトリ推進協会

【メタデータ標準策定】
COAR, SHARE, OpenAIRE

【国際検索サービス連携】
OpenAIRE

【管理基盤共同開発】
Center for Open Science

試験運用 本格運用実証実験

シ
ス
テ
ム
統
合

H29：基本的な機能の開発
H30：実証実験・技術検証・機能拡充
H31：試験運用・フィードバックによる改善

H30-32：機関として実証実験・試験運用に参加

仕様策定連携 機能開発連携 実験準備連携

【管理基盤共同研究利用連携】
European Open Science Cloud

運用連携実験・試験運用連携

当該WGや協会にタスクフォースを設け、要件定義
や各種課題の検討、運用参加の振興等に従事するこ
とを想定



3つの基盤の必要性

1. システムの基盤（研究データ共通基盤）

2. 人の基盤（支援スタッフの育成と確保）

3. 組織の基盤（コミュニティ）
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機関リポジトリ推進委員会
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国立情報学研究所
国公私大学図書館
協力委員会

これからの学術情報システム
構築検討委員会（2012～）

連携・協力推進会議
（2010～）

大学図書館コンソーシアム連合
運営委員会（2011～）

機関リポジトリ推進委員会
（2013.10.2～2017.3）

オープンアクセス方針の策定と展開
将来の機関リポジトリ基盤の高度化
コンテンツの充実と活用
研修・人材養成



研究データ・タスクフォース
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JAIRO Cloud

運用作業部会

•JCの安定運用と機能改善

•JCへの移行サポート

•JCコミュニティ支援

•SCPJの移行準備

広報作業部会

•イベント・説明会等の開催

•Web、facebookの編集・管理

•国際協力のための海外派遣

研究作業部会

•担当者研修

常置の作業部会（基幹業務のサポート）

研究データTF

•RDM トレーニング

ツールの開発

•ケーススタディによ

る研究データ管理ノ

ウハウの蓄積

論文OA TF

•オープンアクセス方

針策定支援

•ポリシー策定後の実

施支援

•OA 評価・トラッキ

ング

メタデータTF

•Junii2に替わる新た

なメタデータスキー

マの設計

•国内リポジトリへの

適用・実装支援

指標・評価・メト

リックスTF

•IRDB コンテンツラン

キングの公開

•アクセス統計提供

サービス

•アクセスログ解析

ORCID TF

•ORCIDのコンソーシ

アムライセンスを協

議会として提供する

ことを想定し、情報

収集と検討を行う。

COAR Asia TF

•AsiaでOAのコミュニ

ティを形成

アドホックなタスクフォース（先端的なプロジェクト）



タスクフォースメンバー（2016年度）
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尾城孝一 東京大学附属図書館 （主査）

山地一禎 国立情報学研究所 （副主査）

前田翔太 北海道大学附属図書館

三角太郎 千葉大学附属図書館

天野絵里子 京都大学学術研究支援室

大園隼彦 岡山大学附属図書館

西薗由依 鹿児島大学学術情報部

南山泰之 国立極地研究所情報図書室



研究者支援への期待
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技術職員、URA及び大学図書館職員等を中
心としたデータ管理体制を構築し、研究
者への支援に資する

『学術情報のオープン化の推進について（審議まとめ）』
平成28年2月科学技術・学術審議会学術分科会学術情報委員会

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/036/houkoku/1368803.htm 

（大学等に期待される役割のひとつ）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/036/houkoku/1368803.htm


RDMトレーニングツール
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（海外の教材）

日本版の教材を作ろう！



トレーニングツールの概要

•目的
• 学習者が研究データ管理（ RDM: Research Data

Management）に関する基礎的な知識を習得する

• RDMサービス構築の足掛かりを得る

•内容
• 全7章から構成されるeラーニング教材

• 各章は、スライドとスクリプトで提供し、確認テス
トやワークを取り入れる

•受講対象者
• 図書館、IT部門、研究支援部門の職員（URA）等

• オープンサイエンスや研究データ管理に関心のある
教職員
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教材の公開（JPCOARサイト）
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2017年6月6日にスライドとスクリプト
（説明の文章）をCC BYで公開

http://id.nii.ac.jp/1458/00000023/



データのライフサイクルと教材の構成
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第1章 導入

• 研究データ管理の重要性が増している背景や、研究
データ、研究データ管理の定義について
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第2章 データ管理計画

• 効果的なデータ管理に欠かせないデータ管理計画に関
し、作成義務化の動向や、その構成要素について
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第3章 保存と共有

• 研究データの、研究期間中の保管や長期保存に関する
留意点について

• 研究データの共有に関し、その意義や検討すべき点、
共有方法について
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第4章 組織化、文書化、メタデータ作成

• 研究データを長期的に管理・活用するために欠かせな
い、一定のルールに則ったデータの組織化や、データ
について説明する文書やメタデータの作成について
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第5章 法・倫理的問題

• 研究データをめぐる著作権や、再利用を促進するため
のライセンスの仕組みについて

• センシティブデータを取り扱う上での留意点や研究倫
理について
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第6章 ポリシー

•国や助成団体、機関、出版者等による、研究
データの保存や共有を求めるポリシー策定の動
向や要件について
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第7章 研究データ管理サービスの設計

• 前章までの内容を踏まえ、学習者が自機関での研究
データ管理サービスを構築していくためのステップに
ついて
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今後の展開
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山地一禎 国立情報学研究所（主査）

常川真央 千葉大学附属図書館

松本侑子 東京大学附属図書館

青木学聡 京都大学情報環境機構

天野絵里子 京都大学学術研究支援室

西薗由依 鹿児島大学学術情報部

南山泰之 国立極地研究所情報図書室

尾城孝一 国立情報学研究所

教材の公開と普及
 JMOOC/gaccoでの開講（2017.11予定）
持続可能な教材開発体制の確立

2017.4 本格始動

研究データ・タスクフォース



3つの基盤の必要性

1. システムの基盤（研究データ共通基盤）

2. 人の基盤（支援スタッフの育成と確保）

3. 組織の基盤（コミュニティ）
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オープンサイエンス・コミュニティの形成
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AXIES
大学ICT

推進協議会

JPCOAR
オープンア
クセスリポ
ジトリ推進
協会

リサーチ・
アドミニス
トレーター
協議会

（国内） （海外）

天文

高エネ バイオ

地球環境 社会科学

人文学

オープンサイエンス・コミュニティ
（NIIが結節点）
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共に考え、共に創る
研究データ管理サービス



大学図書館とNIIの共同の取り組み

1. システムの基盤
• データ公開基盤（＝JAIRO Cloud）の構築

• 次世代リポジトリに向けての開発

2. 人の基盤
• RDMトレーニングツールを活用した自学自習

• 情報リテラシー教育のカリキュラムに「研究データ
管理」を追加

• 基盤システム活用のための学内アドボカシィ

3. 組織の基盤
• JPCOARコミュニティの育成

• 他のコミュニティとの連携
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