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Research Question

オープンサイエンス推進における、

大学等学術機関の組織としての

役割と課題は何か？



Outline

1. オープンサイエンスとは

2. オープンサイエンスの背景要因

3. オープンサイエンスの動きと、
学術機関の対応

4. まとめ：学術機関の対応のあり方
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1. 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？

学術は本来的にオープンなのでは・・・？



多様なオープンな学術活動の総称としての
オープンサイエンス
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オープン

アクセス 異なる
評価システム

協働的
目録作成

科学ブログ
オープン引用

Source: European Commission, “Open Innovation, Open Science, Open to the World—a vision for Europe,” 2016



日本における
オープンサイエンス関連政策の展開

 2013年6月

 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

 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

 第5期科学技術基本計画 ⇒知の基盤の強化向けてオープンサイエンスを推進

 2016年2月

 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年7月

 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」

 2017年6月

 科学技術イノベーション総合戦略2017 「オープンサイエンスの推進」
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内閣府のオープンサイエンス報告書に
おける定義：

オープンサイエンスは、オープンアクセスとオープンデー
タを含む概念であり、オープン化の対象として、研究成果
や新たな知見、データを包含し、イノベーション創出につな
がる概念として捉えられている。

新たなイノベーションの源泉となる成果やその基となった
データに関し、近年、諸外国においては、急速に進展して
きたデジタル化と高度ネットワークを伴う情報通信技術
（ICT）を背景に、科学を研究者に留まらず幅広い関係者
に公開し、特に、公的研究資金で得られた研究成果の共
有、相互利用を促すオープンサイエンスとして動きが顕著
となっている。

7（出典）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）
http://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/openscience/150330_openscience_1.pdf



政策文書にみる
「オープンサイエンス」の定義

 明確な定義なし*

 一般的理解
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1. 学術研究および学術を整理するため
の新しい方法

2. デジタル技術により可能となる

3. アカデミアにおける価値基準を変える

（＊）OECD, “Making Open Science a Reality”（2015）
https://www.fct.pt/dsi/docs/Making_Open_Science_a_Reality.pdf



Open Science…European Commission (2014)

…Public Consultation ‘Science 2.0’: Science in Transition

‘Science 2.0’ describes the on-going evolution in the modus 
operandi of doing research and organising science. These 
changes in the dynamics of science and research are enabled by 
digital technologies and driven by the globalisation of the 
scientific community, as well as the increasing societal demand 
to address the Grand Challenges of our times. They have an 
impact on the entire research cycle, from the inception of 
research to its publication, as well as on the way in which this 
cycle is organised.
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Open Science…OECD (2015)

…Making Open Science a Reality

Open science commonly refers to efforts 
to make the output of publicly funded 
research more widely accessible in 
digital format to the scientific 
community, the business sector, or 
society more generally. Open science is 
the encounter between the age-old 
tradition of openness in science and the 
tools of information and communications 
technologies (ICTs) that have reshaped 
the scientific enterprise and require a 
critical look from policy makers seeking 
to promote long-term research as well 
as innovation.
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Open Science…European Commission (2016)

…Open Innovation, Open Science, Open to the World

Open Science represents a new 
approach to the scientific process 
based on cooperative work and new 
ways of diffusing knowledge by 
using digital technologies and new 
collaborative tools. The idea 
captures a systemic change to the 
way science and research have 
been carried out for the last fifty 
years: shifting from the standard 
practices of publishing research 
results in scientific publications 
towards sharing and using all 
available knowledge at an earlier 
stage in the research process.
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Open Science…European Commission (2016)

…Amsterdam Call for Action on Open Science

Open science is about the 
way researchers work, 
collaborate, interact, share 
resources and disseminate 
results. A systemic change 
towards open science is 
driven by new technologies 
and data, the increasing 
demand in society to address 
the societal challenges of our 
times and the readiness of 
citizens to participate in 
research.
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European Open Science Cloud
(EOSC)

 EOSC aims to accelerate and support the 
current transition to more effective Open 
Science and Open Innovation in the Digital 
Single Market.

 KEY FACTORS:
 New modes of scholarly communication
 Modern reward and recognition practices need 

to support data sharing and re-use.
 Core data experts need to be trained and their 

career perspective significantly improved.
 A real stimulus of multi-disciplinary 

collaboration requires specific measures in 
terms of review, funding and infrastructure.

 The transition from scientific insights towards 
innovation needs a dedicated support policy.

13Source: European Commission: Realising the European Open Science Cloud
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/realising_the_european_open_science_cloud_2016.pdf#view=fit&pagemode=none



Open Science Monitor

 学術成果のオープン化を
含む。

 以下の要素も包含する。

 研究者のオープン化
に向けての態度

 オープン査読

 Altmetrics

 論文の修正と取下げ

14Source: Open Science Monitor
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home&section=monitor

Open Science Monitor
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2. オープンサイエンス
背景要因



オープンサイエンスの背景要因

1. 公的研究成果の公開への要求

2. 研究の透明性、再現性の向上

3. あらゆる分野におけるデータ氾濫

4. 社会と学術の垣根の低下

16
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2-1 公的研究成果の公開への要求



シリアル・クライシス

学術雑誌価格の
高騰

 1986-2011年に
かけて4倍に！

 日本ではこの間、1985年のプ
ラザ合意以後、円高が進行し、
円が2倍以上に強くなったため、
この痛みをさほど感じず、世界
のオープンアクセスの世論に乗
り遅れる結果となった。

18Source: ARL Statistics 2010‐11 Association of Research Libraries, Washington, D.C.
*Includes electronic resources from 1999‐2011.
http://www.arl.org/storage/documents/monograph-serial-costs.pdf



アカデミアからの反発 (1)

19

論文は研究仲間が
読むために書いてい
るのに、相手が論文
を読めないというの

はどういうこと?!

査読や体裁を整える作業はほ
ぼ研究者がしているのに、商用
出版社が40％以上の利益率で

収益を得るのはおかしい！
しかも研究者は無償で作業をし、

原稿料ももらっていない！

学術雑誌が高
すぎて、図書館
で購読契約して

くれない！



アカデミアからの反発(2)
 “転覆計画”
 Steve Harnad (1994)
 学術論文を印刷し、出版社に収益をもたらす代わりに、インタ

ーネット上でオープンに学術論文を公開することで、現行の学
術出版システムの転覆を提案した。

 “学術出版社への公開質問状”
 世界の3.4万名の研究者が署名 (2001)
 オープンアクセスを担保しない伝統的な学術雑誌をやめ、オン

ライン上の公的図書館の設立を呼びかける。

⇒学術雑誌PLOS（Public Library of Science）の創刊
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アカデミアからの反発 (3)
 ブダペスト・オープンアクセス・イニシアテ

ィブ(BOAI), (2002)
 OAの定義を与える。

 OA実現の２つの方法:
1. セルフ・アーカイビング (グリーンOA)

 著者最終稿、もしくはエンバーゴ期間後の印刷版の論文が、インターネット上の
機関リポジトリ等にオープンに置かれる。

2. オープンアクセス・ジャーナル (ゴールドOA)
 Subscription fees are omitted instead of a fee charged to the 

author, usually called the article processing charge (APC).

21Source: Budapest Open Access Initiative
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read



OAポリシーを採択した機関
（ROARMAPより）

22Source: Registry of Open Access Repository Mandates and Policies (ROARMAP)
http://roarmap.eprints.org/

(83)

(56)

(664)

(74)
887 institutions

(10)
日本の登録機関

・文科省

・北大

・九大

・京大

・名工大

・大阪府大



政府レベルにおける
オープンアクセスに向けての動き

 重病医療患者からの抗議
 「学術研究は主に税金で賄われているのに、その成果を

見るのに更にお金を払わなければいけないのは、納得が
いかない！」

 助成機関による公的研究資金を得た研
究成果の公開義務化（主に学術論文）
 NIH(US)-2008-”NIH Public Access Policy”
 RCUK(UK)-2013-provides grant to universities 

for APC
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学術論文の公開から、
研究データの公開へ

24

公的資金

による

研究成果

研究

データ

学術論文



 署名国:
 豪州、オーストリア、ベルギー、カナダ、中国、チェコ共和国、デンマーク、フィン

ランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イス
ラエル、イタリア、日本、韓国、ルクセンブルグ、メキシコ、オランダ、ニュージー
ランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ロシア連邦、スロバキア共和国、
南アフリカ共和国、スペイン、スェーデン、スイス、トルコ、英国、米国 （abc順）

 コミットメント:
 公的資金を得たデジタルな研究データへのアクセス体制の

構築に向けて動く。

 原則:
 オープンネス、透明性、法的調和、責任、プロフェッショナリズム、知財

保護、インタオペラビリティ、質とセキュリティ、効率性、説明責任

25



Data Sharing Policy, NIH (2003-)

26

In NIH's view, all data should be considered for data
sharing. Data should be made as widely and freely
available as possible while safeguarding the privacy of
participants, and protecting confidential and
proprietary data. To facilitate data sharing, investigators
submitting a research application requesting $500,000
or more of direct costs in any single year to NIH on or
after October 1, 2003 are expected to include a plan
for sharing final research data for research purposes,
or state why data sharing is not possible.

Source: NIH Data Sharing Policy and Implementation Guidance
https://grants.nih.gov/grants/policy/data_sharing/data_sharing_guidance.htm

データ管理計画(DMP) 
の提出要



研究データ共有に関わる政策展開

 2003, NIH, Data Sharing Policy
 2004, OECD Declaration on Access to Research Data from 

Public Funding
 2007, OECD Principles and Guidelines for Access to 

Research Data from Public Funding
 2007, Biotechnology and Biological Sciences Research 

Council (BBSRC-UK), Data Sharing Policy
 2011, Research Councils UK, Data Sharing Policy
 2011, NSF, Data Sharing Policy
 2013, OSTP-US, Increasing Access to the Results of 

Federally Funded Scientific Research
 2014-20, Horizon 2020, Open Research Data Pilot

27
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2-2 研究の透明性、再現性の向上



29Source: The Retraction Watch Leaderboard
http://retractionwatch.com/the-retraction-watch-leaderboard/ (Accessed 2017/03/19)



ClimateGate Scandal

30
http://blog.heartland.org/2011/11/heartland-institute-mentioned-in-climategate-emails-rounds-1-and-2-part-1/
https://wattsupwiththat.com/2009/11/28/telegraphs-booker-on-the-climategate-scandal/
https://thinkprogress.org/climategate-hacked-emails-reveal-global-warming-deniers-are-crazed-conspiracy-theorists-ea8dfeb792b3#.ke1ie5d3v

Telegraph
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 Recent decades have seen an unprecedented 
explosion in the human capacity to acquire, 
store and manipulate data and information 
and to instantaneously communicate them 
globally, irrespective of location…

 …Effective exploitation of Big Data depends 
fundamentally upon an international culture 
of 'Open Data' that involves sharing of data 
and their availability for re-use and re-
purposing. 

Source: CODATA: Message form President Geoffrey Boulton
http://www.codata.org/message-from-president-geoffrey-boulton



The Royal Society:
Science as an open enterprise (2012)

AREAS FOR ACTION
 Scientists need to be more open among 

themselves and with the public and media
 Greater recognition needs to be given to 

the value of data gathering, analysis and 
communication

 Common standards for sharing information 
are required to make it widely usable

 Publishing data in a reusable form to 
support findings must be mandatory

 More experts in managing and supporting 
the use of digital data are required

 New software tools need to be developed 
to analyse the growing amount of data 
being gathered

32Source: Royal Society: Final report - Science as an open enterprise
https://royalsociety.org/topics-policy/projects/science-public-enterprise/report/



Science International:
Open Data in a Big Data World

 The accord identifies the opportunities 
and challenges of the data revolution as 
today’s predominant issue for global 
science policy. It proposes fundamental 
principles that should be adopted in 
responding to them. It adds the 
distinctive voice of the scientific 
community to those of governments 
and inter-governmental bodies that 
have made the case for open data as a 
fundamental pre-requisite in 
maintaining the rigour of scientific 
inquiry and maximising public benefit 
from the data revolution in both 
developed and developing countries.

33Source: Science International: Open Data in a Big Data World
http://www.icsu.org/science-international/accord



「正しい学術のあり方（Good Science Practice）」
を実現するための研究データの公開

 「学術（科学）」とは、他者が再現可能な、証拠を伴う知
識。

 科学者は、自身の研究成果をオープンに伝達しなければなら
ない。

 科学者は、その証拠も提示しなければならない。

 印刷体の時代は、学術論文しか、提唱した説の根拠と
して提示することができなかった。

 デジタル時代には、研究データも、根拠として提示がで
きる。

34

研究データが提供さ
れれば、研究の再現
性も担保されるよ！



アカデミア自身による、
研究の再現性・透明性向上の取組み

 Reproducibility Project: Psychology
 Center for Open Science

 Berkeley Initiative for Transparency 
in the Social Sciences
 Center for Effective Global Action 

(CEGA), UC Berkeley

 Peer Reviewers’ Openness Initiative

35



データジャーナルとサプルメンツ

データジャーナル (2014-)
 Nature: Scientific Data
 Scientific Data is an open-access, online-only journal for 

descriptions of scientifically valuable datasets. 

 Elsevier: Data in Brief
 Data in Brief provides a way for researchers to easily share 

and reuse each other's datasets by publishing data articles. 

サプルメンタル・データ
 学術論文に掲載はされないが、読者の役に立つ、学術

論文を補足する研究データ

36http://www.nature.com/sdata/ https://www.journals.elsevier.com/data-in-brief



データリポジトリ

一般的データリポジトリ

分野別データリポジトリ
多数あり
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学術評価基準の改革
…研究データと社会的インパクト

論文だけでなく、研究データを評価する。

データジャーナル

データ引用

社会的インパクトを評価する。

 Altmetrics

38http://www.nature.com/sdata/ https://www.journals.elsevier.com/data-in-brief    https://www.datacite.org/
http://altmetrics.org/manifesto/     https://impactstory.org/     https://www.altmetric.com/       http://readermeter.org/   



学術評価方法の改革
…査読システム

 オープン査読（Open Peer Review）

 査読内容が公開される。査読者の名前は、公開/
非公開、共にあり

 査読の透明性確保。

 出版後査読（Post Publication Peer Review）

 論文が採択・出版されてから、査読される。

 出版までの時間短縮。かつ、論文のインパクトが
時間をおいて形成されることにも対応。

 カスケード査読（Cascading Peer Review）

 論文が棄却された際、そのときの査読内容を、次
に投稿する雑誌に引き継ぎ。

 査読のコスト削減と、効率性の確保。
39

論文は、投稿されてか
ら出版されるまで、

時間がかかりすぎる！

査読すべき論文
が山積み！

この査読者は、私
の研究を本当に理
解しているのか?!
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2-3 あらゆる分野における

データ氾濫
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経験科学

計算機科学

理論科学

データ集中科学
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2-4 社会と学術の垣根の低下



マイケル・ニールセン
「オープンサイエンス革命」

 SPARC honors Michael 
Nielsen as innovator for 
bringing Open Science into 
the mainstream (2012)

 Reinventing Discovery tells 
the exciting story of an 
unprecedented new era of 
networked science.

 It demonstrated various 
cases with strong emphasis 
on citizen science.

46https://www.amazon.co.jp/Reinventing-Discovery-New-Networked-Science-ebook/dp/B005OQGZ54
http://sparc.arl.org/news/sparc-honors-michael-nielsen-innovator-bringing-open-science-mainstream



市民科学の事例

Galaxy Zoo
星雲分類をクラウドソースする天文プロジェクト

Foldit
 タンパク質折りたたみに関するオンラインビデ

オのパズル

eBird
鳥類観察のオンラインDB

47



高学歴化する社会

 成人の大学学位取
得率が拡大している。

 それだけ、社会にお
いても、分析・解析ス
キルを有する人材が
拡大。

 社会と大学の研究力
の差が縮まっている。

48
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アカデミアに対する
社会からの圧力

説明責任

 納税者からの、説明責任への要求。

経済合理性

 研究の重複の排除。研究データの再利用

社会にとって意味のある研究への要求

 同じ税金を投入するのなら、社会が良くなる研究
をして欲しい。

※ 人文学や基礎科学を必ずしも否定するものではない。これらら人類を豊かにする。ただ
し、誰のために、どのように意味あるのか分からない研究は、避けて欲しいという意味。
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社会が主導する研究

社会において分析・解析力を有する層
が拡大している。

社会の課題解決や企業における研究
開発など、大学等に頼らずに行われて
いる研究も多い。

また、社会の方が、問題の現場に近い
だけ、意味のある研究が出来ている可
能性もある。

50



グローバル化と協働作業
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 インターネットの出現
により、国際共同研究
の機会が拡大

 情報の共有・保存
のためのプラットフ
ォーム

 オンライン・コラボレ
ーションのプラットフ
ォーム

Source: Open Science Framework
https://cos.io/our-products/open-science-framework/
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3. オープンサイエンスの動きと、

学術機関の対応



オープンサイエンスの実質的動き
…段階的理解

B) 新たな学術の次元の追求
5. データ集中科学への対応

6. 学問の加速と、異分野との協働

7. 新たな学術評価方法の形成
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A) 研究成果や研究資料の公開・共有
1. 公的研究資金を得た研究成果の公開義務化

2. エビデンスデータの保存

3. アカデミアによる研究成果のオープンアクセス化

4. 研究プロセスのオープン化と共有

C) 社会との協働
8. 市民科学への対応

9. 社会の課題解決、社会との協働

10. イノベーションの創出



A) 研究成果や研究資料の公開・共有
1. 公的研究資金を得た研究成果の公開義務化

 実質的動き

 公的研究資金を得た学術論文の公開義務化

 研究助成申請時における「データ管理計画（DMP）」の要求
 研究データ公開に向けての段階的措置

 アカデミアの受容可能性 （学術論文：○、研究データ：△）

 研究助成機関からの義務化のため、渋々でも対応

 学術論文については、購読料高騰のため、より積極的

 学術機関の対応 （◎）

 研究助成機関からの義務化のため、対応

 「機関としての対応」を要求する助成機関も国によっては有り
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A) 研究成果や研究資料の公開・共有
2. エビデンスデータの保存

 実質的動き

 日本学術会議等、アカデミアによる「研究データ10年保存
ルール」

 学術雑誌による、学術論文のエビデンスデータの提出要求

 アカデミアの受容可能性 （○）

 学術雑誌の投稿条件であれば、無条件に従う。

 研究データ10年保存ルールも、表向き実施。

 学術機関の対応 （◎）

 度重なる研究不正により、研究データ10年保存ルールの
ための学内規則を設け、対応。
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A) 研究成果や研究資料の公開・共有
3.アカデミアによる研究成果のオープンアクセス化

 実質的動き

 研究者自身による論文公開
 グリーンOA、ゴールドOA、プレプリントサーバー、Research Gate

 研究者間のデータ共有

 アカデミアの受容可能性 （学術論文：△、研究データ：×）

 学術論文であれば公開に前向きであるが、面倒な側面も。

 研究データは、自身の研究資産のため消極的。但し応相談

 学術機関の対応 （学術論文：△、研究データ：△）

 強制力が働かない限りにおいて、対応をする必然性はない。

 機関リポジトリを整備し、研究広報および研究評価に対応。

 データ散逸を防ぐために、ストレージを用意することもあり。56



A) 研究成果や研究資料の公開・共有
4. 研究プロセスのオープン化と共有

 実質的動き

 研究者の自由意志に基づく、研究の過程で生成される各種
研究資料のオープン化

 オープンソース，オープンコード，オープンアノテーション，オープンラ
ボブック，オープンワークフロー，プレプリント，サイエンスブログなど

 アカデミアの受容可能性 （△）

 強制力も働かないため、関心のある人、あるいは特定の研
究領域においてのみ実施。

 学術機関の対応 （△）

 義務ではないため、特別な対応はしない。

 多発する研究不正への対応から、これら諸々のオープン化
を図っていくことは考えられる。 57



B) 新たな学術の次元の追求
5.データ集中科学への対応

 実質的動き

 本来は、全分野で、大規模データを扱うための環境整備。

 実際は、情報科学分野におけるデータサイエンティスト養
成、ビッグデータや人工知能等における研究開発。

 アカデミアの受容可能性 （△）

 情報科学分野では対応あるが、それ以外は少ない。

 但し、情報科学以外の分野の方が必要性は高い。

 学術機関の対応 （△→○）

 情報科学分野については、対応あり。

 情報科学以外で対応を図れば、研究力の強化につながる
ため、対応が望ましい。 58



B) 新たな学術の次元の追求
6.学問の加速と、異分野との協働

 実質的動き

 研究データやその他研究資料を公開・共有することに
よる、当該研究分野の加速と、学際領域研究の進展。

 アカデミアの受容可能性 （△）

 研究データを共有・公開することには根強い抵抗がり、
大きく進展することは難しい。

 学術機関の対応 （△）

 研究データを公開できる環境整備を図ることで、学問
の加速等を図ることは期待されるが、対応する必然性
はない。

59



B) 新たな学術の次元の追求
7. 新たな学術評価方法の形成

 実質的動き

 オープン査読やカスケード査読，Altmetrics，そして研究
データ出版や研究データを生成したことへの評価。

 アカデミアの受容可能性 （×）

 学問領域の内発的な需要に依るものではないため、アカデ
ミアには受容されがたい。

 学術機関の対応 （×）

 未だ小規模な動きであることもあり、大学として対応をして
いるところは皆無。
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C) 社会との協働
8. 市民科学への対応

 実質的動き

 市民の協力を得て研究者が研究を行うこと。

 アカデミアの受容可能性 （△）

 一部の限定された研究領域や、関心ある研究者のみによ
り実施。

 学術機関の対応 （△）

 大学等として特別に対応する必然性は少ないが、大学の
活動の特記事項とするのであれば、可能性有り。
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C) 社会との協働
9. 社会の課題解決、社会との協働

 実質的動き

 社会の課題解決や、アカデミアと社会との協働については、
以前から動きあり。

 オープンサイエンスでは、特にインターネットを通した情報
共有やコラボレーションに期待。

 アカデミアの受容可能性 （△→○）

 歴史的には関心が低かったが、近年、研究の社会的インパ
クトが評価されるようになり、関心のある研究者が拡大。

 学術機関の対応 （△→○）

 大学等として対応する必然性は少ないが、社会との協働に
ついて需要は高まっているため、対応する意味はあり。
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C) 社会との協働
10. イノベーションの創出

 実質的動き

 研究データを共有することによる、産業上のイノベーション
への期待。

 研究者が、分野外のユーザに向けてデータを加工・提供することへ
のネックあり。

 アカデミアの受容可能性 （△）

 研究者として進める必然性は少ないが、関心ある研究者の
み対応。

 学術機関の対応 （△）

 社会的需要は存在するが、成果を上げることは難しいと考
えられる。
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64

4. まとめ：

学術機関の対応のあり方



アカデミックの
オープンサイエンス受容可能性（まとめ）

 積極的
 学術論文の公開については、（手間を考えないのであれば）、

積極的。

 研究データについては、論文の投稿条件となっていれば無
条件で実施。

 消極的
 研究データの公開は、自身の研究資産のため、消極的。ま

た手間も問題。

 学際領域研究や社会的課題解決は、関心ある研究者のみ
が実施。

 全般に、「オープンサイエンス」という曖昧な概念には消極的。
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学術機関としての
オープンサイエンスへの対応（まとめ）

 MUST
 研究助成機関からの、公的研究資金を得た研究

成果の公開への対応。

 研究公正のための、「研究データ10年保存」への
対応。

 BETTER
 研究広報の観点からの、研究成果の公開。

 大学の特筆すべき活動の醸成という観点からの、
学際領域研究や社会連携の推進。

 研究力強化のための、データ集中科学への対応。

 新たな学術評価への対応。 66



学術機関のオープンサイエンスへの
対応のあり方（提案）

 最低限に留めるのであれば、強制力が働く点のみ
において対応。

 ただしその場合、研究者からは反発がある可能性
が大。

 デジタル時代における「新たな研究の次元」に世界
が動いているのであれば、これに積極的に取り組
むことが望まれる。

 他方、「オープンサイエンス」の概念が曖昧なため、
初めはいくつかの具体的な取り組みから、啓蒙・普
及活動を始めていく必要がある。
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